
鱗翅類日本固有種目録(2018年3月版)

区分 和名 Genus species subspecies 科 Family 分布
固有種 ムモンコバネ Paramartyria immaculatella コバネガ科 Micropterigidae 本州，四国，九州
固有種 マエモンコバネ Paramartyria semifasciella コバネガ科 Micropterigidae 本州，四国，九州
固有種 シロウマズアカヒロコバネ Issikiomartyria nudata コバネガ科 Micropterigidae 本州（長野県）
固有種 ヒメズアカヒロコバネ Issikiomartyria akemiae コバネガ科 Micropterigidae 本州（新潟県）
固有種 ニセヒメズアカヒロコバネ Issikiomartyria plicata コバネガ科 Micropterigidae 本州（新潟県）
固有種 エチゴズアカヒロコバネ Issikiomartyria distincta コバネガ科 Micropterigidae 本州（新潟県）
固有種 フタフシズアカヒロコバネ Issikiomartyria bisegmentata コバネガ科 Micropterigidae 本州（新潟県）
固有種 ホソクロズコバネ Kurokopteryx dolichocerata コバネガ科 Micropterigidae 本州（静岡県，愛知県）
固有種 ニッポンヒロコバネ Neomicropteryx nipponensis コバネガ科 Micropterigidae 本州（近畿地方，中国地方）
固有種 キイヒロコバネ Neomicropteryx kiwana コバネガ科 Micropterigidae 本州（三重県）
固有種 オワセヒロコバネ Neomicropteryx redacta コバネガ科 Micropterigidae 本州（三重県）
固有種 マツムラヒロコバネ Neomicropteryx matsumurana コバネガ科 Micropterigidae 本州（関東〜近畿地方）
固有種 サンダンキョウヒロコバネ Neomicropteryx bifurca コバネガ科 Micropterigidae 本州，九州
固有種 イシヅチヒロコバネ Neomicropteryx cornuta コバネガ科 Micropterigidae 四国（西部）
固有種 ツルギヒロコバネ Neomicropteryx elongata コバネガ科 Micropterigidae 四国（東部）
固有種 カズサヒロコバネ Neomicropteryx kazusana コバネガ科 Micropterigidae 本州（千葉県）
固有種 イッシキスイコバネ Issikiocrania japonicella スイコバネガ科 Eriocraniidae 本州
固有種 ムラサキマダラスイコバネ Eriocrania komaii スイコバネガ科 Eriocraniidae 本州
固有種 アカシデスイコバネ Eriocrania carpinella スイコバネガ科 Eriocraniidae 本州
固有亜種 シロテンコウモリ Palpifer sexnotatus niphonicus コウモリガ科 Hepialidae 北海道，本州，四国，九州，対馬，石垣島
固有種 ウスイロコウモリ Thitarodes nipponensis コウモリガ科 Hepialidae 九州
固有種 クナシリモグリチビガ Stigmella kurilensis モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道
固有種 アカガシモグリチビガ Stigmella caesurifasciella モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，九州
固有種 エゴノモグリチビガ Stigmella egonokii モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，九州
固有種 クマシデモグリチビガ Stigmella kumashidei モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 ハンノモグリチビガ Stigmella conchyliata モグリチビガ科 Nepticulidae 九州
固有種 チヂミザサモグリチビガ Stigmella oplismeniella モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，九州
固有種 ポプラモグリチビガ Stigmella populnea モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道
固有種 ハンノクロエリモグリチビガ Stigmella titivillitia モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道，本州
固有種 ヤクシマモグリチビガ Stigmella orientalis モグリチビガ科 Nepticulidae 屋久島
固有種 ズミクロエリモグリチビガ Stigmella alaurulenta モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 クロツバラモグリチビガ Stigmella kurotsubarai モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 ナカムラモグリチビガ Stigmella nakamurai モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道
固有種 ニレモグリチビガ Stigmella nireae モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道
固有種 ヤナギモグリチビガ Stigmella vittata モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道，本州，九州
固有種 アズサモグリチビガ Stigmella azusa モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 テンリュウモグリチビガ Stigmella tenryuensis モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 アトヒロオビモグリチビガ Stigmella acrochaetia モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道
固有種 イチゴモグリチビガ Stigmella alikurokoi モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，九州
固有種 イチゴアカガネモグリチビガ Stigmella ichigoiella モグリチビガ科 Nepticulidae 九州
固有種 イチゴギンモグリチビガ Stigmella spiculifera モグリチビガ科 Nepticulidae 九州
固有種 ツツジモグリチビガ Stigmella sesplicata モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，九州
固有種 ギンスジモグリチビガ Stigmella oa モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 キオビシイモグリチビガ Stigmella hisaii モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，四国
固有種 クリクロモグリチビガ Stigmella crenatiella モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 マンサクモグリチビガ Stigmella hamamelella モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 ケヤキモグリチビガ Stigmella zelkoviella モグリチビガ科 Nepticulidae 九州
固有種 アベマキモグリチビガ Stigmella clisiotophora モグリチビガ科 Nepticulidae 対馬
固有種 シイモグリチビガ Stigmella castanopsiella モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，九州
固有種 ヒサコナラモグリチビガ Stigmella hisakoae モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
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固有種 ヒサコナラモグリチビガ Stigmella hisakoae モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 アズミノモグリチビガ Stigmella azuminoensis モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 スイカズラモグリチビガ Stigmella gracilipae モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 カマツカモグリチビガ Stigmella pourthiaeella モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 アズキナシモグリチビガ Stigmella azukinashii モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 シナノキモグリチビガ Stigmella regina モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道，本州
固有種 コアカソモグリチビガ Stigmella boehmeriae モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，九州
固有種 ヤマグワモグリチビガ Stigmella morivora モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 オオイシモグリチビガ Trifurcula oishiella モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 キンツヤモグリチビガ Bohemannia nipponicella モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道，本州
固有種 ヒメキイロモグリチビガ Etainia parva モグリチビガ科 Nepticulidae 本州，九州
固有種 ミスジモグリチビガ Stigmella trifasciata モグリチビガ科 Nepticulidae 北海道
固有種 Ectoedemia cerviparadisicola モグリチビガ科 Nepticulidae 本州
固有種 シロヒラタモグリガ Opostegoides albellus ヒラタモグリガ科 Opostegidae 本州
固有種 イッシキヒラタモグリガ Eosopostega issikii ヒラタモグリガ科 Opostegidae 本州，九州
固有種 ツヤコガ Heliozela subpurpurea ツヤコガ科 Heliozelidae 九州
固有種 アシオビツヤコガ Heliozela limbata ツヤコガ科 Heliozelidae 本州，九州
固有種 ウストビツヤコガ Heliozela biprominens ツヤコガ科 Heliozelidae 本州
固有種 ミヤマツヤコガ Heliozela angulata ツヤコガ科 Heliozelidae 本州
固有種 トビイロツヤコガ Heliozela brevitalea ツヤコガ科 Heliozelidae 本州
固有種 カツラギツヤコガ Heliozela glabrata ツヤコガ科 Heliozelidae 本州
固有種 ブドウツヤコガ Antispila ampelopsia ツヤコガ科 Heliozelidae 本州，九州，屋久島
固有種 チビブドウツヤコガ Antispila orbiculella ツヤコガ科 Heliozelidae 本州，九州，屋久島
固有種 ブドウキンモンツヤコガ Antispila uenoi ツヤコガ科 Heliozelidae 北海道，本州
固有種 ミズキツヤコガ Antispila corniella ツヤコガ科 Heliozelidae 北海道，本州，九州
固有種 ムラサキミズキツヤコガ Antispila purplella ツヤコガ科 Heliozelidae 本州，四国，九州
固有種 オオブドウキンモンツヤコガ Antispila inouei ツヤコガ科 Heliozelidae 北海道，本州，九州
固有種 ツタツヤコガ Antispila iviella ツヤコガ科 Heliozelidae 屋久島
固有種 タテシナツヤコガ Antispila tateshinensis ツヤコガ科 Heliozelidae 本州
固有種 アジサイツヤコガ Antispila hydrangifoliella ツヤコガ科 Heliozelidae 北海道，本州，九州
固有種 イスノキツヤコガ Antispila distyliella ツヤコガ科 Heliozelidae 沖縄島
固有種 サカキツヤコガ Antispila cleyerella ツヤコガ科 Heliozelidae 本州
固有種 ケブカヒゲナガ Adela praepilosa ヒゲナガガ科 Adelidae 本州，四国，九州
固有種 アトキケブカヒゲナガ Adela luteocilis ヒゲナガガ科 Adelidae 本州，九州
固有種 ムモンケブカヒゲナガ Adela luminaris ヒゲナガガ科 Adelidae 本州，九州
固有種 クロハネシロヒゲナガ Nemophora albiantennella ヒゲナガガ科 Adelidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 キオビクロヒゲナガ Nemophora umbripennis ヒゲナガガ科 Adelidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 リュウキュウクロヒゲナガ Nemophora pruinosa ヒゲナガガ科 Adelidae 奄美大島，沖縄島，宮古島
固有種 アマミヒゲナガ Nemophora marisella ヒゲナガガ科 Adelidae 奄美大島，沖縄島，西表島
固有種 ウスオビコヒゲナガ Nemophora tenuifasciata ヒゲナガガ科 Adelidae 奄美大島，沖縄島
固有種 ギンスジヒゲナガ Nemophora optima ヒゲナガガ科 Adelidae 北海道，本州，九州，奄美大島
固有種 ホソフタオビヒゲナガ Nemophora trimetrella ヒゲナガガ科 Adelidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 キオビコヒゲナガ Nemophora bifasciatella ヒゲナガガ科 Adelidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ギンスジコヒゲナガ Nemophora stellata ヒゲナガガ科 Adelidae 本州，四国，九州
固有亜種 カラフトヒゲナガ Nemophora karafutonis moriokensis ヒゲナガガ科 Adelidae 本州
固有種 ワカヤマヒゲナガ Nemophora wakayamensis ヒゲナガガ科 Adelidae 本州，九州
固有種 サッポロヒゲナガ Nemophora sapporensis ヒゲナガガ科 Adelidae 北海道，本州
固有種 ヘリモンマガリガ Greya marginimaculata ホソヒゲマガリガ科 Prodoxidae 本州
固有種 ヒトスジマガリガ Alloclemensia unifasciata マガリガ科 Incurvariidae 北海道，本州，九州
固有種 フタモンマガリガ Alloclemensia maculata マガリガ科 Incurvariidae 北海道，本州，四国，九州
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固有種 ムラサキツヤマガリガ Paraclemensia caerulea マガリガ科 Incurvariidae 本州，四国，九州
固有種 イヌシデマガリガ Paraclemensia viridis マガリガ科 Incurvariidae 九州
固有種 クリヒメマガリガ Paraclemensia oligospina マガリガ科 Incurvariidae 本州，九州
固有種 ヒメアオマガリガ Paraclemensia cyanea マガリガ科 Incurvariidae 本州
固有種 クシヒゲマガリガ Incurvaria takeuchii マガリガ科 Incurvariidae 本州
固有種 ハンノキマガリガ Incurvaria alniella マガリガ科 Incurvariidae 本州，対馬
固有種 ヤマトキムモンハモグリ Tischeria naraensis ムモンハモグリガ科 Tischeriidae 本州
固有種 Tischeria kumatai ムモンハモグリガ科 Tischeriidae 北海道，本州
固有種 クヌギキムモンハモグリ Tischeria quercifolia ムモンハモグリガ科 Tischeriidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒサカキムモンハモグリ Coptotriche japoniella ムモンハモグリガ科 Tischeriidae 本州，九州，奄美大島
固有亜種 ワレモコウツヤムモンハモグリ Coptotriche szoecsi japonica ムモンハモグリガ科 Tischeriidae 本州
固有種 Coptotriche symplocosella ムモンハモグリガ科 Tischeriidae 九州
固有種 ミナミオオヒロズコガ Scardia fusca ヒロズコガ科 Tineidae 本州，九州
固有種 スジモンオオヒロズコガ Amorophaga japonica ヒロズコガ科 Tineidae 本州，九州
固有種 エゾウスマダラオオヒロズコガ Morophaga plana ヒロズコガ科 Tineidae 北海道
固有種 ヤエヤママダラオオヒロズコガ Morophaga iriomotensis ヒロズコガ科 Tineidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有種 シイタケオオヒロズコガ Morophagoides moriutii ヒロズコガ科 Tineidae 本州，四国
固有種 ヒメシイタケオオヒロズコガ Morophagoides breviculus ヒロズコガ科 Tineidae 本州
固有種 ニシシイタケオオヒロズコガ Morophagoides occidentalis ヒロズコガ科 Tineidae 本州，九州
固有種 キイシイタケオオヒロズコガ Morophagoides robinsoni ヒロズコガ科 Tineidae 本州
固有種 ミヤマシイタケオオヒロズコガ Morophagoides aquilonis ヒロズコガ科 Tineidae 本州
固有種 ヤクシマシイタケオオヒロズコガ Morophagoides yakuensis ヒロズコガ科 Tineidae 屋久島
固有種 シラホシミヤマヒロズコガ Triaxomera puncticulata ヒロズコガ科 Tineidae 本州，九州
固有種 マダラマルハヒロズコガ Ippa conspersa ヒロズコガ科 Tineidae 本州，四国，九州，沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ホソヒメヒロズコガ Eudarcia dentata ヒロズコガ科 Tineidae 本州，九州，対馬，沖縄島，石垣島，竹富島
固有種 ハイイロスカシモンヒロズコガ Crypsithyris cana ヒロズコガ科 Tineidae 本州，九州，対馬，沖縄島，石垣島
固有種 クロモンチビヒロズコガ Crypsithyris crococoma ヒロズコガ科 Tineidae 本州，九州
固有種 コガタスカシモンヒロズコガ Crypsithyris saigusai ヒロズコガ科 Tineidae 本州，九州，対馬
固有種 マメヒロズコガ Dryadaula trapezoides ヒロズコガ科 Tineidae 本州，屋久島，沖縄島，石垣島
固有種 チビツマオレガ Erechthias ioloxa ヒロズコガ科 Tineidae 本州
固有種 オガサワラツマオレガ Erechthias itoi ヒロズコガ科 Tineidae 小笠原諸島
固有種 マダラシロツマオレガ Comodica contributa ヒロズコガ科 Tineidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 ミナミマダラシロツマオレガ Comodica saitoi ヒロズコガ科 Tineidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ミナミスカシモンヒロズコガ Gerontha akahatii ヒロズコガ科 Tineidae 石垣島
固有種 クロクモヒロズコガ Psecadioides aspersus ヒロズコガ科 Tineidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ミドリチイヒロズミノガ Eumasia viridilichenella ミノガ科 Psychidae 本州，九州
固有種 コケヒロズミノガ Eumasia muscella ミノガ科 Psychidae 本州，九州
固有種 ヨナグニマダラミノガ Anatolopsyche stylifera ミノガ科 Psychidae 与那国島
固有種 ミツカドチビミノガ Trigonodoma japonica ミノガ科 Psychidae 本州，九州，沖ノ島
固有種 シロテンチビミノガ Paranarychia albomaculatella ミノガ科 Psychidae 本州
固有種 パルテノスチビミノガ Dahlica parthenogenesis ミノガ科 Psychidae 本州，九州
固有種 ハルノチビミノガ Kozhantshikovia vernalis ミノガ科 Psychidae 本州，九州
固有種 ナツノチビミノガ Kozhantshikovia aestivalis ミノガ科 Psychidae 本州
固有種 トガリチビミノガ Taleporia shosenkyoensis ミノガ科 Psychidae 本州
固有種 アマリチビミノガ Taleporia amariensis ミノガ科 Psychidae 本州
固有種 ハイイロチビミノガ Taleporia trichopterella ミノガ科 Psychidae 本州，九州
固有種 クロチビミノガ Taleporia nigropterella ミノガ科 Psychidae 本州，九州，，沖縄島
固有種 アキノヒメミノガ Bacotia sakabei ミノガ科 Psychidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 Psyche kunashirica ミノガ科 Psychidae 国後島
固有種 Proutia nigra ミノガ科 Psychidae 九州
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固有亜種 オオミノガ Eumeta variegata japonica ミノガ科 Psychidae 本州，四国，九州，対馬，南西諸島
固有種 ネグロミノガ Acanthopsyche nigraplaga ミノガ科 Psychidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 シバミノガ Nipponopsyche fuscescens ミノガ科 Psychidae 本州，九州
固有種 キタクロミノガ Canephora pungelerii ミノガ科 Psychidae 北海道，本州，四国
固有種 アオギリチビガ Bucculatrix firmianella チビガ科 Bucculatricidae 本州，四国，九州
固有種 ハマボウチビガ Bucculatrix hamaboella チビガ科 Bucculatricidae 本州
固有種 アムールチビガ Bucculatrix altera チビガ科 Bucculatricidae 北海道
固有種 ケヤキチビガ Bucculatrix serratella チビガ科 Bucculatricidae 本州
固有種 コギチビガ Bucculatrix kogii チビガ科 Bucculatricidae 北海道
固有種 ハンノキチビガ Bucculatrix muraseae チビガ科 Bucculatricidae 北海道，本州
固有種 シラホシチビガ Bucculatrix cidarella チビガ科 Bucculatricidae 本州
固有種 クヌギチビガ Bucculatrix tsurubamella チビガ科 Bucculatricidae 本州
固有種 コナラチビガ Bucculatrix comporabile チビガ科 Bucculatricidae 北海道，本州
固有種 チビホシボシホソガ Parornix minor ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 ベニホソガ Macarostola japonica ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，屋久島
固有種 フタモンハマキホソガ Caloptilia geminata ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 ワカヤマハマキホソガ Caloptilia wakayamensis ホソガ科 Gracillariidae 近畿地方
固有種 ヤスダハマキホソガ Caloptilia yasudai ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 マツムラハマキホソガ Caloptilia matsumurai ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 カズラハマキホソガ Caloptilia kadsurae ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州，屋久島，南西諸島
固有種 ホソバタブハマキホソガ Caloptilia crinotibialis ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州，対馬
固有種 ナラウススジハマキホソガ Caloptilia querci ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，九州，種子島，奄美大島
固有種 タマホソガ Caloptilia cecidophora ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州，種子島，屋久島，南西諸島
固有種 フタテンシロダモホソガ Caloptilia bipunctata ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 クスノキホソガ Caloptilia camphorae ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州，屋久島
固有種 ムラサキシキブホソガ Caloptilia callicarpae ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，屋久島
固有種 ミツキボシホソガ Calybites trimaculata ホソガ科 Gracillariidae 四国，屋久島
固有種 ギンスジホソガ Aristaea issikii ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 フジアシブサホソガ Cuphodes wisteriella ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，九州
固有種 ニガキギンホソガ Eteoryctis picrasmae ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 カシノキホソガ Acrocercops querci ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 イスノキホソガ Acrocercops distylii ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 ヒメカシノキホソガ Acrocercops vallata ホソガ科 Gracillariidae 本州，隠岐，四国，九州
固有種 ヨツアシホソガ Artifodina japonica ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国
固有種 フタクシホソガ Dialectica japonica ホソガ科 Gracillariidae 九州
固有種 コブシホソガ Gibbovalva kobusi ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 ホウノキホソガ Gibbovalva magnoliae ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 ヒサカキホソガ Borboryctis euryae ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 シイヒカリバホソガ Chrysocercops castanopsidis ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，屋久島
固有種 クヌギカワホソガ Spulerina virgulata ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 ツタホソガ Spulerina parthenocissi ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，四国
固有種 ギンモンカワホソガ Dendrorycter marmaroides ホソガ科 Gracillariidae 北海道
固有種 Epicephala anthophilia ホソガ科 Gracillariidae 奄美大島，沖縄島
固有種 Epicephala bipollenella ホソガ科 Gracillariidae 南西諸島
固有種 Epicephala lanceolatella ホソガ科 Gracillariidae 南西諸島
固有種 Epicephala perplexa ホソガ科 Gracillariidae 南西諸島
固有種 Epicephala corruptrix ホソガ科 Gracillariidae 南西諸島
固有種 Epicephala parasitica ホソガ科 Gracillariidae 南西諸島
固有種 Epicephala nudilingua ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州
固有種 ミツオビツヤホソガ Neolithocolletis hikomonticola ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，九州，対馬
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固有種 ヌスビトハギツヤホソガ Hyloconis desmodii ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州，対馬
固有種 フジツヤホソガ Hyloconis wisteriae ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，九州
固有種 ガマズミニセキンホソガ Cameraria hikosanensis ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，隠岐，四国，九州
固有種 ナカボシキンモンホソガ Phyllonorycter maculata ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 アサダキンモンホソガ Phyllonorycter ostryae ホソガ科 Gracillariidae 北海道
固有種 ハシバミキンモンホソガ Phyllonorycter tenebriosa ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 ヒコサンキンモンホソガ Phyllonorycter hikosana ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州
固有種 カシワミスジキンモンホソガ Phyllonorycter persimilis ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 ヒメキンモンホソガ Phyllonorycter pygmaea ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ブナキンモンホソガ Phyllonorycter fagifolia ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，九州
固有種 ハスオビキンモンホソガ Phyllonorycter rostrispinosa ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，九州
固有種 ミズナラキンモンホソガ Phyllonorycter mongolicae ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ガマズミキンモンホソガ Phyllonorycter viburni ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ツルギキンモンホソガ Phyllonorycter turugisana ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，四国
固有種 キンスジシロホソガ Phyllonorycter leucocorona ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，九州
固有種 クロコキンモンホソガ Phyllonorycter kurokoi ホソガ科 Gracillariidae 九州
固有種 ネジキキンモンホソガ Phyllonorycter lyoniae ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，九州
固有種 エゴノキキンモンホソガ Phyllonorycter styracis ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州，対馬，屋久島
固有種 クルミキンモンホソガ Phyllonorycter juglandis ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，九州
固有種 ヤクシマキンモンホソガ Phyllonorycter yakusimensis ホソガ科 Gracillariidae 屋久島
固有種 ツヤオビキンモンホソガ Phyllonorycter longispinata ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 オオキンモンホソガ Phyllonorycter gigas ホソガ科 Gracillariidae 本州
固有種 ミツオビキンモンホソガ Phyllonorycter tritorrhecta ホソガ科 Gracillariidae 本州，隠岐，対馬
固有種 ケヤキキンモンホソガ Phyllonorycter zelkovae ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，九州
固有種 コゴメウツギキンモンホソガ Phyllonorycter stephanandrae ホソガ科 Gracillariidae 本州，対馬
固有種 スイカズラキンモンホソガ Phyllonorycter lonicerae ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，対馬，九州，屋久島
固有種 エノキキンモンホソガ Phyllonorycter celtidis ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，九州
固有種 エノキヒメキンモンホソガ Phyllonorycter bifurcata ホソガ科 Gracillariidae 北海道，四国，九州
固有種 イヌツゲオビギンホソガ Eumetriochroa miyatai ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ハリギリオビギンホソガ Eumetriochroa kalopanacis ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 ヒラノオビギンホソガ Eumetriochroa hiranoi ホソガ科 Gracillariidae 本州，南西諸島
固有種 Eumetriochroa araliella ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州，奄美大島
固有種 ヤチダモハイオビホソガ Metriochroa fraxinella ホソガ科 Gracillariidae 本州，小笠原諸島，隠岐，九州
固有種 ハシドイハイオビホソガ Metriochroa syringae ホソガ科 Gracillariidae 北海道
固有種 ヤエヤマクロチビホソガ Corythoxestis yaeyamensis ホソガ科 Gracillariidae 南西諸島
固有種 Corythoxestis tricalysiella ホソガ科 Gracillariidae 石垣島
固有種 Guttigera schefflerella ホソガ科 Gracillariidae 奄美大島，石垣島
固有種 ネコヤナギコハモグリ Phyllocnistis gracilistylella ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州
固有種 ユズリハコハモグリ Phyllocnistis hyperbolacma ホソガ科 Gracillariidae 北海道，本州
固有種 フタリシズカコハモグリ Phyllocnistis shizukagozen ホソガ科 Gracillariidae 本州，九州
固有種 ミズキコハモグリ Phyllocnistis indistincta ホソガ科 Gracillariidae 本州，四国，九州
固有種 ツヤギンバネスガ Niphonympha vera スガ科 Yponomeutidae 本州
固有種 メンケンスガ Yponomeuta menkeni スガ科 Yponomeutidae 本州
固有種 マユミハイスガ Yponomeuta osakae スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州，四国
固有種 ツルマサキスガ Yponomeuta mayumivorellus スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州
固有種 ムモンニセハイスガ Euhyponomeuta secundus スガ科 Yponomeutidae 北海道
固有種 シロズキヌスガ Kessleria pseudosericella スガ科 Yponomeutidae 本州
固有種 ヒメホソスガ Euhyponomeutoides namikoae スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州
固有種 ハシドイコスガ Zelleria silvicolella スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州
固有種 オオシロジスガ Klausius major スガ科 Yponomeutidae 本州，九州
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固有種 キエリヒメスガ Lampresthia lucella スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州
固有種 マンネングサヒメスガ Swammerdamia sedella スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州，四国
固有種 ミヤマヒメスガ Paraswammerdamia monticolella スガ科 Yponomeutidae 北海道
固有種 アトジロコスガ Lycophantis bradleyi スガ科 Yponomeutidae 奄美大島，石垣島
固有種 シロツバメスガ Saridoscelis synodias スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州，九州
固有種 ハイイロムモンメムシガ Argyresthia fujiyamae スガ科 Yponomeutidae 本州
固有種 トドマツメムシガ Argyresthia nemorivaga スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州，四国
固有種 セジロメムシガ Argyresthia assimilis スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州
固有種 カオキメムシガ Argyresthia festiva スガ科 Yponomeutidae 本州
固有種 アトジロメムシガ Argyresthia rara スガ科 Yponomeutidae 本州
固有種 オオムジメムシガ Argyresthia metallicolor スガ科 Yponomeutidae 本州
固有種 シンチュウムモンメムシガ Argyresthia flavicomans スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州
固有種 クロモンメムシガ Argyresthia communana スガ科 Yponomeutidae 本州，九州
固有種 ヒノキハモグリガ Argyresthia chamaecypariae スガ科 Yponomeutidae 本州，四国
固有種 ツツジメムシガ Argyresthia tutuzicolella スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州
固有種 シロズメムシガ Argyresthia albicomella スガ科 Yponomeutidae 北海道，本州
固有種 シロオビキンメムシガ Argyresthia perbella スガ科 Yponomeutidae 本州
固有種 スギメムシガ Argyresthia anthocephala スガ科 Yponomeutidae 本州，四国，九州
固有種 ビャクシンハモグリガ Argyresthia sabinae スガ科 Yponomeutidae 九州
固有種 ニホンニセメムシガ Paraargyresthia japonica スガ科 Yponomeutidae 本州，四国
固有種 ハイイロニセスガ Prays epsilon ニセスガ科 Praydidae 北海道
固有種 ミヤマガマズミニセスガ Prays iota ニセスガ科 Praydidae 北海道，本州
固有種 ムモンニセスガ Prays kappa ニセスガ科 Praydidae 北海道，本州
固有種 サンゴジュニセスガ Prays lambda ニセスガ科 Praydidae 本州，九州
固有種 ガマズミニセスガ Prays omicron ニセスガ科 Praydidae 本州，四国
固有種 スイカズラクチブサガ Bhadorcosma lonicerae クチブサガ科 Ypsolophidae 本州
固有種 ニセコナラクチブサガ Ypsolopha pseudoparallela クチブサガ科 Ypsolophidae 本州
固有種 キンツヤクチブサガ Ypsolopha aurata クチブサガ科 Ypsolophidae 北海道，本州
固有種 ミダレモンクチブサガ Ypsolopha distinctata クチブサガ科 Ypsolophidae 本州，九州，対馬，奄美大島
固有種 キイロクチブサガ Ypsolopha flava クチブサガ科 Ypsolophidae 本州，四国，九州
固有種 サビイロクチブサガ Ypsolopha fujimotoi クチブサガ科 Ypsolophidae 九州
固有種 ムラサキクチブサガ Phrealcia aglaophanes クチブサガ科 Ypsolophidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヨモギハモグリコガ Digitivalva artemisiella アトヒゲコガ科 Acrolepiidae 北海道，本州，九州
固有種 チビカザリコガ Digitivalva hemiglypha アトヒゲコガ科 Acrolepiidae 九州
固有種 ウチョウランハモグリコガ Acrolepiopsis orchidophaga アトヒゲコガ科 Acrolepiidae 本州
固有種 ヤマノイモコガ Acrolepiopsis suzukiella アトヒゲコガ科 Acrolepiidae 本州，四国，九州
固有種 ヤマノイモムカゴコガ Acrolepiopsis japonica アトヒゲコガ科 Acrolepiidae 本州
固有種 ギボウシアトモンコガ Acrolepiopsis postomacula アトヒゲコガ科 Acrolepiidae 北海道，本州
固有種 ナミホソハマキモドキ Glyphipterix semiflavana ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 本州，四国，九州
固有種 コホソハマキモドキ Glyphipterix alpha ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 本州
固有種 オオホソハマキモドキ Glyphipterix beta ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 シロモンホソハマキモドキ Glyphipterix delta ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 本州
固有種 オオシンジュガヤホソハマキモドキ Glyphipterix scleriae ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 石垣島
固有亜種 シロズホソハマキモドキ Glyphipterix forsterella nivicaput ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 北海道，本州
固有種 メスモンホソハマキモドキ Glyphipterix imparfasciata ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 石垣島
固有種 キスジホソハマキモドキ Glyphipterix gaudialis ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 本州
固有種 ヒメシロスジホソハマキモドキ Glyphipterix funditrix ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ホソモンホソハマキモドキ Glyphipterix okui ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 北海道，本州
固有種 キモンホソハマキモドキ Glyphipterix japonicella ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 北海道，本州，九州
固有種 ヘリグロホソハマキモドキ Glyphipterix nigromarginata ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 北海道，本州，四国，九州
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固有種 シロオビホソハマキモドキ Glyphipterix basifasciata ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 キオビホソハマキモドキ Glyphipterix luteomaculata ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 石垣島
固有種 アトフタモンホソハマキモドキ Glyphipterix euleucotoma ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 本州，四国，九州
固有種 メラニアホソハマキモドキ Glyphipterix melania ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 九州，南西諸島
固有種 トウキョウホソハマキモドキ Glyphipterix mikadonis ホソハマキモドキガ科 Glyphipterigidae 本州
固有種 ハリギリマイコガ Epicroesa chromatorhoea マイコガ科 Heliodinidae 北海道，本州
固有種 クリハモグリガ Lyonetia castaneella ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州，九州
固有種 ヤマモモハモグリガ Lyonetia myricella ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州，九州，屋久島，沖縄島
固有種 ヒサカキハモグリガ Lyonetia euryella ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州，九州，屋久島，南西諸島
固有種 ハマヒサカキハモグリガ Lyonetia meridiana ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 ヤスダハモグリガ Lyonetia yasudai ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州，四国
固有種 バクチノキハモグリガ Lyonetia bakuchia ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州，九州，屋久島
固有種 ツルウメモドキシロハモグリ Proleucoptera celastrella ハモグリガ科 Lyonetiidae 北海道，本州，九州
固有種 ツリバナシロハモグリ Proleucoptera oxyphyllella ハモグリガ科 Lyonetiidae 北海道，本州
固有種 ダイズギンモンハモグリ Microthauma glycinella ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州，九州，沖縄島
固有種 クズシロハモグリ Leucoptera puerariella ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州，九州
固有種 カラコギカエデシロハモグリ Leucoptera ermolaevi ハモグリガ科 Lyonetiidae 本州
固有種 クロクモマルハキバガ Agonopterix kisojiana ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 北海道，本州
固有種 コクサギヒラタマルハキバガ Agonopterix issikii ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 本州
固有種 サンショウヒラタマルハキバガ Agonopterix chaetosoma ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 本州，九州
固有種 ウスマダラヒラタマルハキバガ Agonopterix japonica ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 北海道，本州，九州
固有種 ネジロマルハキバガ Agonopterix jezonica ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 石垣島
固有亜種 キガシラヒラタマルハキバガ Agonopterix angelicella ochrosephara ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 北海道，本州
固有種 ムジチャヒラタマルハキバガ Agonopterix phaeocausta ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 本州
固有種 ヤマトマルハキバガ Agonopterix yamatoensis ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 本州
固有種 シロズヒラタマルハキバガ Eutorna polismatica ヒラタマルハキバガ科 Depressariidae 本州，四国
固有種 フチグロシロオビクサモグリガ Elachista nigriciliae クサモグリガ科 Elachistidae 北海道
固有種 ニセフチグロシロオビクサモグリガ Elachista paragangabella クサモグリガ科 Elachistidae 本州
固有種 ノザワナシロオビクサモグリガ Elachista nozawana クサモグリガ科 Elachistidae 本州
固有種 ギンモンクサモグリガ Elachista similis クサモグリガ科 Elachistidae 北海道，本州，九州
固有種 スゲノクサモグリガ Elachista fulgens クサモグリガ科 Elachistidae 九州，西表島
固有種 コウボウムギクサモグリガ Elachista kobomugi クサモグリガ科 Elachistidae 北海道，本州
固有種 ヒラノクサモグリガ Elachista hiranoi クサモグリガ科 Elachistidae 本州
固有種 サキボシクサモグリガ Elachista jupiter クサモグリガ科 Elachistidae 北海道
固有種 クサヨシクサモグリガ Elachista phalaridis クサモグリガ科 Elachistidae 本州
固有種 フタオビススキクサモグリガ Elachista fasciocaliginosa クサモグリガ科 Elachistidae 本州
固有種 チヂミザサクサモグリガ Elachista kurokoi クサモグリガ科 Elachistidae 本州，四国，九州，隠岐，対馬，奄美大島，沖縄島
固有種 ヤマトクサモグリガ Elachista japonica クサモグリガ科 Elachistidae 本州
固有種 ニッポンクサモグリガ Elachista nipponicella クサモグリガ科 Elachistidae 北海道，本州，九州，対馬
固有種 アズミオビマルハキバガ Deuterogonia azuminensis オビマルハキバガ科 Deuterogoniidae 本州，四国
固有種 カモンジオビマルハキバガ Deuterogonia kamonjii オビマルハキバガ科 Deuterogoniidae 本州
固有種 イッシキメスコバネキバガ Diurnea issikii メスコバネキバガ科 Chimabachidae 本州，四国，九州
固有種 メスコバネキバガ Diurnea cupreifera メスコバネキバガ科 Chimabachidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ミヤマメスコバネキバガ Cheimophila fumida メスコバネキバガ科 Chimabachidae 北海道，本州，九州
固有種 マノベニマルハキバガ Promalactis manoi マルハキバガ科 Oecophoridae 本州，隠岐
固有種 ヨスジカバマルハキバガ Promalactis matsuurae マルハキバガ科 Oecophoridae 本州
固有種 アカガネマルハキバガ Promalactis albipunctata マルハキバガ科 Oecophoridae 本州，対馬，屋久島
固有種 ホングウギンモンマルハキバガ Promalactis kumanoensis マルハキバガ科 Oecophoridae 本州
固有種 ヤエヤマカバマルハキバガ Promalactis yaeyamaensis マルハキバガ科 Oecophoridae 石垣島，西表島
固有種 キスジホソキバガ Batrachedra flavilineata ホソキバガ科 Batrachedridae 本州，九州
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固有種 ヤブミョウガスゴモリキバガ Idioglossa polliacola ホソキバガ科 Batrachedridae 本州
固有種 ヒロバスゴモリキバガ Epimarptis hiranoi ホソキバガ科 Batrachedridae 本州
固有種 フトオビマイコガ Stathmopoda pullicuneata ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 フトオビマイコガ Stathmopoda pullicuneata ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，四国，九州
固有種 セグロフトオビマイコガ Stathmopoda atridorsalis ニセマイコガ科 Stathmopodidae 北海道，本州
固有種 ネグロマイコガ Stathmopoda dorsioculella ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，四国，奄美大島
固有種 スジボソマイコガ Stathmopoda sericicola ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，四国，九州
固有種 ヒダナシオオマイコガ Stathmopoda centihasta ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，九州
固有種 ヒメムラサキシキブマイコガ Stathmopoda gemmiconsuta ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州
固有種 ミナミヒメムラサキシキブマイコガ Stathmopoda luxuriivora ニセマイコガ科 Stathmopodidae 九州，屋久島，沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ムラサキシキブマイコガ Stathmopoda magnisignata ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州
固有種 ウスムラサキシキブマイコガ Stathmopoda callicarpicola ニセマイコガ科 Stathmopodidae 北海道，本州
固有種 リュウキュウオビマイコガ Stathmopoda persona ニセマイコガ科 Stathmopodidae 沖縄島，石垣島
固有種 モトキマイコガ Stathmopoda moriutiella ニセマイコガ科 Stathmopodidae 北海道，本州，九州，屋久島
固有種 シロオビマイコガ Stathmopoda albiornata ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，九州，奄美大島，沖縄島
固有種 リュウキュウカキノヘタムシガ Stathmopoda maritimicola ニセマイコガ科 Stathmopodidae 南西諸島
固有種 カザリマイコガ Stathmopoda tecticochlea ニセマイコガ科 Stathmopodidae 石垣島，西表島
固有種 マキオマイコガ Hieromantis makiosana ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，西表島
固有種 アシブサシダマイコガ Pachyrhabda aurea ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，屋久島
固有種 クロテンアシブサシダマイコガ Pachyrhabda fuscimaculata ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州
固有種 シロシダマイコガ Pachyrhabda aedificatrix ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，四国，屋久島
固有種 ヒメシロシダマイコガ Pachyrhabda margaritecea ニセマイコガ科 Stathmopodidae 九州，屋久島，石垣島
固有種 チビシダマイコガ Pachyrhabda vaginivella ニセマイコガ科 Stathmopodidae 屋久島，種子島，徳之島，西表島
固有種 ギンスジシダマイコガ Pachyrhabda argyrocosmos ニセマイコガ科 Stathmopodidae 石垣島
固有種 シダマイコガ Calicotis chrysoptera ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，九州，屋久島，南西諸島
固有種 ヒメシダマイコガ Calicotis biserraticola ニセマイコガ科 Stathmopodidae 南西諸島
固有種 タニワタリシダマイコガ Calicotis rotundinidus ニセマイコガ科 Stathmopodidae 南西諸島
固有種 オオシダマイコガ Calicotis exclamationis ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，四国，九州，屋久島，奄美大島，西表島
固有種 ヤブソテツシダマイコガ Calicotis latebrifica ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，九州，喜界島
固有種 シロガネシダマイコガ Calicotis xanthopsis ニセマイコガ科 Stathmopodidae 屋久島
固有種 クロガネシダマイコガ Calicotis sublucida ニセマイコガ科 Stathmopodidae 北海道，本州，屋久島，奄美大島
固有種 ミナミモンシダマイコガ Thylacosceloides stegnogrammias ニセマイコガ科 Stathmopodidae 本州，沖縄島
固有種 シロズモンシダマイコガ Thylacosceloides leucocephalus ニセマイコガ科 Stathmopodidae 屋久島，奄美大島
固有種 サクラツツミノガ Coleophora sakurae ツツミノガ科 Coleophoridae 本州
固有種 ナラツツミノガ Coleophora levantis ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有種 フタイロツツミノガ Coleophora eteropennella ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有種 ハンノキツツミノガ Coleophora hancola ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有種 カツラツツミノガ Coleophora cercidiphyllella ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有亜種 アズキナシツツミノガ Coleophora trigeminella uniformis ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有種 ノギククロツツミノガ Coleophora molothrella ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有種 ウスシロミャクツツミノガ Coleophora issikii ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有種 ホウキギツツミノガ Coleophora scopariella ツツミノガ科 Coleophoridae 本州
固有種 ホソハイイロツツミノガ Coleophora laniella ツツミノガ科 Coleophoridae 本州，対馬
固有種 スズメノヤリツツミノガ Coleophora burhinella ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有種 ナデシコツツミノガ Coleophora silenella ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道，本州
固有種 ナデシコカクレツツミノガ Coleophora dianthi ツツミノガ科 Coleophoridae 北海道
固有種 チャイロエダモグリガ Blastodacna ochrella エダモグリガ科 Agonoxenidae 北海道，本州
固有種 イノウエネマルハキバガ Blastobasis inouei ネマルハキバガ科 Blastobasidae 北海道，利尻島，礼文島
固有種 シロジネマルハキバガ Hypatopa montivaga ネマルハキバガ科 Blastobasidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 サクラネマルハキバガ Holcocera sakura ネマルハキバガ科 Blastobasidae 本州，九州，対馬，石垣島
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固有種 ヒロバミツボシキバガ Autosticha imitativa ミツボシキバガ科 Autostichidae 本州
固有種 ヒマラヤスギミツボシキバガ Autosticha kyotensis ミツボシキバガ科 Autostichidae 本州
固有種 エンジュミツボシキバガ Autosticha truncicola ミツボシキバガ科 Autostichidae 本州
固有種 クロボシミツボシキバガ Semnolocha pachysticta ミツボシキバガ科 Autostichidae 本州，四国，九州，屋久島，沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ヒメクロボシトガリホソガ Syntomaula cana カザリバガ科 Cosmopterigidae 屋久島
固有種 ニジモンカザリバ Cosmopterix iridimaculata カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州，沖縄
固有種 ヌスビトハギカザリバ Cosmopterix desmodiella カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州
固有種 ノササゲカザリバ Cosmopterix dumasiae カザリバガ科 Cosmopterigidae 北海道，本州，九州，対馬
固有種 オオシマカザリバ Cosmopterix oshimana カザリバガ科 Cosmopterigidae 奄美大島
固有種 ヒメジソカザリバ Cosmopterix moslae カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，奄美大島
固有種 アキチョウジカザリバ Cosmopterix plectranthella カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州
固有種 カキドウシカザリバ Cosmopterix glechomae カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州
固有亜種 ヨシカザリバ Cosmopterix scribaiella japonica カザリバガ科 Cosmopterigidae 北海道，本州，九州
固有種 タテシナカザリバ Cosmopterix tateshinensis カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州
固有種 アズサカザリバ Cosmopterix azusensis カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州
固有種 メヒシバカザリバ Cosmopterix feminae カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州
固有種 ササクサカザリバ Cosmopterix lophatherella カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州
固有種 チジミザサカザリバ Cosmopterix oplismeniella カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州，対馬
固有種 ホソスジカザリバ Cosmopterix tenuistriata カザリバガ科 Cosmopterigidae 紀伊大島
固有種 ヤスダカザリバ Cosmopterix yasudai カザリバガ科 Cosmopterigidae 屋久島
固有種 キツネガヤカザリバ Cosmopterix bromella カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州
固有種 リュウキュウカザリバ Cosmopterix ryukyuensis カザリバガ科 Cosmopterigidae 奄美大島，沖縄
固有種 ササガヤカザリバ Cosmopterix microstegiella カザリバガ科 Cosmopterigidae 本州，九州
固有種 カリヤスモドキカザリバ Cosmopterix miscanthella カザリバガ科 Cosmopterigidae 九州
固有種 ウスグロカザリバ Cosmopterix infuscata カザリバガ科 Cosmopterigidae 屋久島，口之永良部島
固有種 ヒコサンカザリバ Cosmopterix hikosanensis カザリバガ科 Cosmopterigidae 日本各地
固有種 オキノエラブカザリバ Cosmopterix okinoerabensis カザリバガ科 Cosmopterigidae 沖永良部島，奄美大島
固有種 アズマカザリバ Cosmopterix azumai カザリバガ科 Cosmopterigidae 沖縄島
固有種 マノカザリバ Cosmopterix manoi カザリバガ科 Cosmopterigidae 北海道を除く日本各地
固有種 ススキカザリバ Cosmopterix miscanthis カザリバガ科 Cosmopterigidae 北海道を除く日本各地
固有種 グミハモグリキバガ Apatetris elaeagnella キバガ科 Gelechiidae 本州，九州
固有種 ハマニンニクキバガ Apatetris elymicola キバガ科 Gelechiidae 北海道
固有種 マエチャキバガ Monochroa pallida キバガ科 Gelechiidae 北海道，本州
固有種 ソバカスキバガ "Gelechia" acanthopis キバガ科 Gelechiidae 北海道，本州，九州
固有種 アカマツチビキバガ Stenolechia kodamai キバガ科 Gelechiidae 本州，九州，西表島
固有種 シロホソハネキバガ Stenolechia rectivalva キバガ科 Gelechiidae 本州，九州
固有種 ツシマチビキバガ Stenolechia robusta キバガ科 Gelechiidae 対馬
固有種 ウロコホソハネキバガ Stenolechia squamifera キバガ科 Gelechiidae 本州，九州，対馬，奄美大島，西表島
固有種 イッシキチビキバガ Parastenolechia issikiella キバガ科 Gelechiidae 北海道，本州，九州，対馬，屋久島
固有種 ヒメイッシキチビキバガ Parastenolechia gracilis キバガ科 Gelechiidae 本州，九州
固有種 オオゴマダラヒメキバガ Chorivalva grandialata キバガ科 Gelechiidae 北海道
固有種 クロコキバガ Scrobipalpa kurokoi キバガ科 Gelechiidae 北海道，本州
固有種 マダラコキバガ Scrobipalpa japonica キバガ科 Gelechiidae 北海道，本州
固有種 ゴマシオコキバガ Scrobipalpula japonica キバガ科 Gelechiidae 北海道，本州
固有種 カンバシモフリキバガ Anacampsis triangulella キバガ科 Gelechiidae 北海道
固有種 クロバイキバガ Polyhymno prunifolivora キバガ科 Gelechiidae 本州，沖縄島
固有種 キイロオオフサキバガ Dichomeris okadai キバガ科 Gelechiidae 本州，九州
固有種 オドリキバガ Dichomeris hoplocrates キバガ科 Gelechiidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 シマサルスベリフサキバガ Dichomeris sp. 3 of Ueda, 2013 キバガ科 Gelechiidae 奄美大島
固有種 モンハイジロキバガ Anarsia silvosa キバガ科 Gelechiidae 本州，九州

9/36



鱗翅類日本固有種目録(2018年3月版)

区分 和名 Genus species subspecies 科 Family 分布
固有種 ヒロワタリシロノコメキバガ Faristenia hirowatarii キバガ科 Gelechiidae 本州，九州
固有種 ニセクロモンノコメキバガ Faristenia kanazawai キバガ科 Gelechiidae 本州
固有種 ムクロジハオリノコメキバガ Faristenia mukurossivora キバガ科 Gelechiidae 本州
固有種 ミナミノコメキバガ Faristenia nakatanii キバガ科 Gelechiidae 沖縄島
固有種 ニセツチイロキバガ Eupalactis ponomarenkoae キバガ科 Gelechiidae 本州，九州
固有種 ムクロジキバガ Bagdadia sapindivora キバガ科 Gelechiidae 本州
固有種 コハイジロキバガ Tornodoxa dubicanella キバガ科 Gelechiidae 北海道，九州
固有種 ヒメハイジロキバガ Tornodoxa paraleptopalta キバガ科 Gelechiidae 本州，九州
固有種 オキナワセンダンキバガ Paralida okinawensis キバガ科 Gelechiidae 沖縄島
固有種 チャマダラノコメキバガ Hypatima teramotoi キバガ科 Gelechiidae 本州，九州
固有種 ハゴロモヤドリガ Epiricania hagoromo セミヤドリガ科 Epipyropidae 本州，四国，九州，石垣島
固有種 オガサワライラガ Belippa boninensis イラガ科 Limacodidae 小笠原諸島（父島，母島，兄島）
固有種 アマミウスキイラガ Quasinarosa amamiana イラガ科 Limacodidae 奄美大島，徳之島
固有種 オキナワシロイラガ Quasinarosa azumai イラガ科 Limacodidae 沖縄島，西表島
固有種 ヒメマダライラガ Kitanola masayukii イラガ科 Limacodidae 本州
固有種 ミナミマダライラガ Kitanola meridiana イラガ科 Limacodidae 本州
固有種 クロマダライラガ Mediocampa speciosa イラガ科 Limacodidae 北海道，本州
固有種 オキナワナシイラガ Narosoideus ochridorsalis イラガ科 Limacodidae 南西諸島
固有種 アマミアカイラガ Phrixolepia tenebrosa イラガ科 Limacodidae 奄美大島
固有種 ウスムラサキイラガ Austrapoda hepatica イラガ科 Limacodidae 北海道，本州，佐渡島，四国，九州
固有種 ウストビイラガ Ceratonema sericeum イラガ科 Limacodidae 北海道，本州，佐渡島，四国，九州
固有種 ウスグロイラガ Susica nasuta イラガ科 Limacodidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有種 クロスジイラガ Natada takemurai イラガ科 Limacodidae 本州，四国，九州，沖縄島，西表島
固有亜種 ベニイラガ Demonarosa rufotessellata issikii イラガ科 Limacodidae 四国，九州，屋久島，南西諸島
固有種 トビスジイラガ Isopenthocrates japona イラガ科 Limacodidae 北海道，本州
固有種 タマツジホソマダラ Balataea kimurai マダラガ科 Zygaenidae 沖縄島
固有種 エサキマダラ Clelea esakii マダラガ科 Zygaenidae 本州，四国，九州，対馬
固有亜種 リンゴハマキクロバ Illiberis pruni pruni マダラガ科 Zygaenidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有亜種 ルリハダホソクロバ Rhagades pruni esmeralda マダラガ科 Zygaenidae 本州，九州，対馬，五島列島
固有種 イノウエマダラ Inouela exiguitata マダラガ科 Zygaenidae 奄美大島，徳之島
固有亜種 メスジロホタルガ Chalcosia formosana formosana マダラガ科 Zygaenidae 石垣島，西表島
固有亜種 クロツバメ Histia flabellicornis atrovirens マダラガ科 Zygaenidae 沖縄島
固有亜種 クロツバメ Histia flabellicornis azurea マダラガ科 Zygaenidae 石垣島，西表島，与那国島
固有亜種 クロツバメ Histia flabellicornis obsoleta マダラガ科 Zygaenidae 奄美大島
固有亜種 オキナワルリチラシ Eterusia aedea azumai マダラガ科 Zygaenidae 久米島
固有亜種 オキナワルリチラシ Eterusia aedea hamajii マダラガ科 Zygaenidae 徳之島
固有亜種 オキナワルリチラシ Eterusia aedea masatakasatoi マダラガ科 Zygaenidae トカラ列島（中之島）
固有亜種 オキナワルリチラシ Eterusia aedea micromaculata マダラガ科 Zygaenidae 屋久島，種子島
固有亜種 オキナワルリチラシ Eterusia aedea okinawana マダラガ科 Zygaenidae 石垣島，西表島，与那国島
固有亜種 オキナワルリチラシ Eterusia aedea sakaguchii マダラガ科 Zygaenidae 沖永良部島，沖縄島，慶良間諸島
固有亜種 オキナワルリチラシ Eterusia aedea tomokunii マダラガ科 Zygaenidae 奄美大島
固有亜種 サツマニシキ Erasmia pulchella fritzei マダラガ科 Zygaenidae 沖永良部島，沖縄島
固有亜種 サツマニシキ Erasmia pulchella kumageana マダラガ科 Zygaenidae 屋久島，種子島
固有亜種 サツマニシキ Erasmia pulchella nipponica マダラガ科 Zygaenidae 本州，四国，九州
固有亜種 サツマニシキ Erasmia pulchella sakishimana マダラガ科 Zygaenidae 石垣島，西表島
固有亜種 ベニモンマダラ Zygaena niphona hakodatensis マダラガ科 Zygaenidae 北海道，本州
固有種 ヤクシマヒメスカシバ Entrichella yakushimaensis スカシバガ科 Sesiidae 屋久島
固有種 チュラスカシバ Paradoxecia chura スカシバガ科 Sesiidae 沖縄島
固有亜種 ヒメセスジスカシバ Pennisetia hylaeiformis assimilis スカシバガ科 Sesiidae 北海道，本州
固有種 セスジスカシバ Pennisetia fixseni スカシバガ科 Sesiidae 本州，伊豆諸島，九州，対馬
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固有種 キタセスジスカシバ Pennisetia admirabilis スカシバガ科 Sesiidae 北海道
固有種 ミナミセスジスカシバ Pennisetia insulicola スカシバガ科 Sesiidae 沖縄島，奄美大島，徳之島
固有種 コシアカスカシバ Scasiba scribai スカシバガ科 Sesiidae 本州，九州
固有種 ルリオオモモブトスカシバ Melittia nagaii スカシバガ科 Sesiidae 九州
固有亜種 オオモモブトスカシバ Melittia sangaica nipponica スカシバガ科 Sesiidae 本州，四国，九州，屋久島
固有亜種 オオモモブトスカシバ Melittia sangaica sangaica スカシバガ科 Sesiidae 石垣島
固有亜種 アシナガモモブトスカシバ Macroscelesia longipes yamatoensis スカシバガ科 Sesiidae 本州，九州
固有種 アマミモモブトスカシバ Macroscelesia amamiana スカシバガ科 Sesiidae 奄美大島，徳之島
固有種 オキナワモモブトスカシバ Macroscelesia okinawana スカシバガ科 Sesiidae 沖縄島
固有種 ヤエヤマモモブトスカシバ Macroscelesia yaeyamana スカシバガ科 Sesiidae 石垣島
固有種 ミチノクスカシバ Nokona michinoku スカシバガ科 Sesiidae 本州
固有種 アカスカシバ Nokona rubra スカシバガ科 Sesiidae 奄美大島，沖縄島
固有種 キクビスカシバ Nokona feralis スカシバガ科 Sesiidae 北海道，本州，九州
固有種 クロスカシバ Nokona nigra スカシバガ科 Sesiidae 沖縄島
固有亜種 ビロードスカシバ Paranthrene tabaniformis tabaniformis スカシバガ科 Sesiidae 北海道
固有種 キコスカシバ Synanthedon esperi スカシバガ科 Sesiidae 沖縄島
固有種 ヤマコスカシバ Synanthedon subproducta スカシバガ科 Sesiidae 北海道
固有種 ヤノコスカシバ Synanthedon yanoi スカシバガ科 Sesiidae 北海道，本州，九州
固有亜種 フトモンコスカシバ Synanthedon scoliaeformis japonica スカシバガ科 Sesiidae 北海道，本州
固有種 コスカシバ Synanthedon hector スカシバガ科 Sesiidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 フクズミコスカシバ Synanthedon fukuzumii スカシバガ科 Sesiidae 本州，九州
固有種 フタスジコスカシバ Synanthedon pseudoscoliaeformis スカシバガ科 Sesiidae 北海道，本州
固有種 ヒトスジコスカシバ Synanthedon multitarsus スカシバガ科 Sesiidae 北海道，本州
固有種 ミスジコスカシバ Aegeria montis スカシバガ科 Sesiidae 本州
固有種 リュウキュウアシナガスカシバ Teinotarsina aurantiaca スカシバガ科 Sesiidae 沖縄島
固有種 ヤエヤマヒロハマキモドキ Paranigilgia bushii ヒロハマキモドキガ科 Brachodidae 石垣島，西表島
固有種 ボクトウガ Cossus jezoensis ボクトウガ科 Cossidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ツマグロギンハマキ Acleris blanda ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，淡路島，四国
固有種 ギンミスジハマキ Acleris delicata ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ニセウスギンスジキハマキ Acleris razowskii ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 ウスモンオオハマキ Acleris placida ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 クロコハマキ Acleris tunicatana ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 アカネハマキ Acleris phantastica ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 ホノホハマキ Acleris aestuosa ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 シロウマハマキ Acleris crassa ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 コガシラハマキ Acleris ophthalmicana ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 キタハマキ Acleris hokkaidana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ヨコヒダハマキ Acleris yasudai ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 シロオビハマキ Acleris salicicola ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 イッシキホソハマキ Phtheochroa issikii ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 クロミニホソハマキ Gynnidomorpha parvana ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ツマオビホソハマキ Phtheochroides apicana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，千島，本州，四国，対馬，屋久島
固有種 ウスグロフユハマキ Kawabeia nigricolor ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，佐渡島，淡路島
固有種 ハイイロフユハマキ Kawabeia razowskii ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 カキノテングハマキ Sparganothis matsudai ハマキガ科 Tortricidae 本州，佐渡島
固有種 クロガネハマキ Protopterna eremia ハマキガ科 Tortricidae 紀伊大島，沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ニセヒロバキハマキ Minutargyrotoza calvicaput ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ヒロバキハマキ Minutargyrotoza minuta ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，八丈島，四国，九州
固有亜種 マダラギンスジハマキ Pseudargyrotoza conwagana aeratana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ミヤマオビハマキ Geogepa monticola ハマキガ科 Tortricidae 本州
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固有種 リュウキュウアトキハマキ Archips meridionalis ハマキガ科 Tortricidae 奄美大島，沖縄島，伊江島
固有種 チビカクモンハマキ Archips insulana ハマキガ科 Tortricidae 南西諸島
固有種 クロシオハマキ Archips peratrata ハマキガ科 Tortricidae 本州，淡路島，伊豆諸島，四国，九州，対馬，屋久島，南西

諸島
固有種 ナガレボシハマキ Archips stellata ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有亜種 オクハマキ Dentisociaria armata okui ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 モミコスジオビハマキ Choristoneura jezoensis ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有亜種 カバスジハマキ Tosirips perpulchranus ceramus ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 タカネハマキ Lozotaenia kumatai ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ニセトビモンコハマキ Diplocalyptis nigricana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，四国
固有種 ダイセツチビハマキ Clepsis insignata ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 タカネハイイロハマキ Clepsis monticolana ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 タカネベニハマキ Clepsis jinboi ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ミヤマキハマキ Clepsis aliana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ムツウラハマキ Daemilus mutuurai ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有亜種 リンゴコカクモンハマキ Adoxophyes orana fasciata ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，佐渡，淡路島，四国，九州
固有種 ウスコカクモンハマキ Adoxophyes dubia ハマキガ科 Tortricidae 本州，佐渡島，四国，九州，対馬，屋久島，南西諸島
固有種 スジケマダラハマキ Lopharcha psathyra ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 ヤブニッケイマダラハマキ Lopharcha kinokuniana ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 オオナミモンマダラハマキ Charitographa mikadonis ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ベニカザリマダラハマキ Thaumatographa machaerophora ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 マキエマダラハマキ Thaumatographa aurosa ハマキガ科 Tortricidae 九州，屋久島
固有種 コクロモンベニマダラハマキ Thaumatographa eremnotorna ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ニセコクロヒメハマキ Endothenia bira ハマキガ科 Tortricidae 本州，九州
固有種 ギンボシクロヒメハマキ Hiroshiinoueana stellifera ハマキガ科 Tortricidae 屋久島
固有種 オスコバネマダラヒメハマキ Ukamenia dimorpha ハマキガ科 Tortricidae 奄美大島，沖縄島
固有種 ニセツマモンベニヒメハマキ Eudemopsis toshimai ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 ツママルモンヒメハマキ Eudemis brevisetosa ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 ミナミツママルモンヒメハマキ Eudemis amamiensis ハマキガ科 Tortricidae 奄美大島
固有種 ツマベニヒメハマキ Phaecasiophora roseana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 コブシヒメハマキ Neostatherotis nipponica ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ツシマツマキヒメハマキ Aterpia bicolor ハマキガ科 Tortricidae 本州，対馬
固有種 イッシキヒメハマキ Aterpia issikii ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州，奄美大島
固有種 アカマダラヒメハマキ Ophiorrhabda tokui ハマキガ科 Tortricidae 屋久島，奄美大島，沖縄島，石垣島
固有種 ナガウスツマヒメハマキ Hedya simulans ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，四国
固有種 ニセクロテンツマキヒメハマキ Hedya inouei ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ハイナミスジキヒメハマキ Pseudohedya dentata ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 サトウヒメハマキ Pseudohedya satoi ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ニセギンボシモトキヒメハマキ Pseudohedya plumbosana ハマキガ科 Tortricidae 本州，九州
固有種 アカガネヒメハマキ Pseudohedya rubellana ハマキガ科 Tortricidae 本州，奄美大島，沖縄島
固有種 オガサワラヒメハマキ Metendothenia ogasawarensis ハマキガ科 Tortricidae 小笠原諸島
固有種 ナカグロツマジロヒメハマキ Apotomis jucundana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 チャモンヒメハマキ Apotomis cuphostra ハマキガ科 Tortricidae 本州，九州
固有種 カワベタカネヒメハマキ Apotomis kusunokii ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 キオビヒメハマキ Apotomis flavifasciana ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 マノヒメハマキ Olethreutes manoi ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ツタキオビヒメハマキ Olethreutes tsutavora ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 カゲマダラヒメハマキ Olethreutes opacalis ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有亜種 シロマダラヒメハマキ Olethreutes bipunctana yama ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ミヤマキマダラヒメハマキ Olethreutes toshiookui ハマキガ科 Tortricidae 本州
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固有種 ガンコウランヒメハマキ Olethreutes hokkaidana ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有亜種 ホソギンスジヒメハマキ Olethreutes metallicana bicornutana ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 ウシタキキオビヒメハマキ Olethreutes komaii ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 キオビキマダラヒメハマキ Olethreutes humeralis ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 ミエヒメハマキ Lobesia mieae ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 マノホソバヒメハマキ Lobesia takahiroi ハマキガ科 Tortricidae 本州，屋久島
固有種 ヤクサザナミキヒメハマキ Tokuana imbrica ハマキガ科 Tortricidae 佐渡島，屋久島
固有種 スジキヒメハマキ Neoanathamna negligens ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，対馬，屋久島
固有種 スソモンサザナミキヒメハマキ Neoanathamna pallens ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 オオセモンカギバヒメハマキ Ancylis limosa ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ツマアカカギバヒメハマキ Ancylis apicipicta ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ヒノキカワモグリガ Coenobiodes granitalis ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 コギンボシキヒメハマキ Enarmonia decor ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 アカオビギンスジヒメハマキ Enarmonia aritai ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 アイノキマダラヒメハマキ Enarmonodes aino ハマキガ科 Tortricidae 北海道，千島列島，本州
固有種 セサンカクモンヒメハマキ Semnostola triangulata ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ブナヒメハマキ Rhopalovalva amabilis ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 モリウチヒメハマキ Rhopalovalva moriutii ハマキガ科 Tortricidae 本州，九州
固有種 グミハイジロヒメハマキ Acroclita elaeagnivora ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ズグロシロヒメシンクイ Spilonota sp. 4 of Nasu, 2013 ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 イスノキヒメハマキ Spilonota distyliana ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 アマイロクロモンヒメハマキ Spilonota amamiana ハマキガ科 Tortricidae 奄美大島
固有亜種 ドクウツギヒメハマキ Strepsicrates coriariae coriariae ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ツルギクシヒゲヒメハマキ Epinotia tsurugisana ハマキガ科 Tortricidae 四国
固有種 ツチイロヒメハマキ Epinotia autumnalis ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ムモンツチイロヒメハマキ Epinotia bushiensis ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有亜種 トウヒツヅリヒメハマキ Epinotia piceae piceae ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 トウヒハイイロヒメハマキ Epinotia cineracea ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 ヒカゲヒメハマキ Epinotia albiguttata ハマキガ科 Tortricidae 北海道，千島列島，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 クロモンミズアオヒメハマキ Zeiraphera caeruleumana ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 マエジロミドリモンヒメハマキ Zeiraphera shimekii ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有亜種 トドマツアミメヒメハマキ Zeiraphera rufimitrana truncata ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 コエゾマツアミメヒメハマキ Zeiraphera suzukii ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 カラマツチャイロヒメハマキ Zeiraphera lariciana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ミナミフタモンヒメハマキ Phaneta nagaii ハマキガ科 Tortricidae 石垣島
固有種 ウスネグロヒメハマキ Gypsonoma ephoropa ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ヒロオビネグロヒメハマキ Gypsonoma rivulana ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ウスモンハイイロヒメハマキ Gypsonoma maritima ハマキガ科 Tortricidae 北海道，千島列島，本州
固有種 アカムラサキヒメハマキ Gypsonoma erubesca ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 ムジシロチャヒメハマキ Gypsonoma kawabei ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ワシヤシントメヒメハマキ Rhyacionia washiyai ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 マツツマアカシンムシ Rhyacionia simulata ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ハマナスヒメハマキ Notocelia plumbea ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 ミナミモッコクヒメハマキ Notocelia yakushimensis ハマキガ科 Tortricidae 本州，屋久島，奄美大島，沖縄島
固有種 ホウロクイチゴヒメハマキ Lepteucosma hirokoyamamotoae ハマキガ科 Tortricidae 本州，九州，奄美大島
固有種 クロオビトビヒメハマキ Lepteucosma kamasawae ハマキガ科 Tortricidae 本州，九州
固有種 ニセシロモンクロヒメハマキ Epiblema macrorris ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有亜種 ギンスジアカチャヒメハマキ Epiblema quinquefasciana quinquefasciana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ツツジヒメシンクイ Hendecaneura rhododendrophaga ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 コゲチャスソモンヒメハマキ Eucosma yasudai ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，四国，九州
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固有種 チャイロヒメハマキ Epibactra usuiana ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 コウンモンヒメハマキ Pelochrista notocelioides ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 ドアイウンモンヒメハマキ Eriopsela kostyuki ハマキガ科 Tortricidae 北海道，千島列島，本州
固有種 ヤマツツジマダラヒメハマキ Rhopobota kaempferiana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 モチツツジマダラヒメハマキ Rhopobota macrosepalana ハマキガ科 Tortricidae 本州，九州，屋久島
固有種 チャオビマダラヒメハマキ Rhopobota shikokuensis ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 ソヨゴチビヒメハマキ Rhopobota okui ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 マダラカマヒメハマキ Rhopobota falcata ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，対馬，屋久島
固有種 マキヒメハマキ Makivora hagiyai ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州，奄美大島
固有種 フクギモグリヒメハマキ Heleanna fukugi ハマキガ科 Tortricidae 南西諸島
固有種 ウスズミクロモンヒメハマキ Heleanna tokyoensis ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ハマゴウヒメシンクイ Noduliferola abstrusa ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州，沖縄島，西表島
固有種 ハイヘリホシヒメハマキ Dichrorampha canimaculana ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ムモンヘリホシヒメハマキ Dichrorampha impuncta ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ウスキヘリホシヒメハマキ Dichrorampha testacea ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 オヒルギアシブトヒメハマキ Cryptophlebia horii ハマキガ科 Tortricidae 南西諸島
固有種 メヒルギアシブトヒメハマキ Cryptophlebia amamiana ハマキガ科 Tortricidae 種子島，奄美大島
固有種 ヤエヤマヒルギアシブトヒメハマキ Cryptophlebia palustris ハマキガ科 Tortricidae 石垣島，西表島
固有種 オオアシブトヒメハマキ Cryptophlebia yasudai ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 アズキサヤムシガ Matsumuraeses azukivora ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，九州
固有種 ヒロバヒメサヤムシガ Matsumuraeses vicina ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，対馬
固有種 ミドリバエヒメハマキ Grapholita latericia ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 クロミドリバエヒメハマキ Grapholita okui ハマキガ科 Tortricidae 本州，九州
固有種 コミドリバエヒメハマキ Grapholita exigua ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，九州
固有種 イバラムモンヒメハマキ Pammene adusta ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，九州
固有種 ニセセキオビヒメハマキ Pammene flavicellula ハマキガ科 Tortricidae 千島列島，本州，四国
固有種 トウヒコハマキ Pammene piceae ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 シコタンコハマキ Pammene shicotanica ハマキガ科 Tortricidae 北海道，千島列島，本州
固有種 ツガコハマキ Pammene tsugae ハマキガ科 Tortricidae 本州
固有種 ブナヒメシンクイ Pseudopammene fagivora ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州，九州
固有種 オリーブヒメハマキ Parapammene reversa ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国
固有種 ムジヒメハマキ Strophedra magna ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 トドマツカサガ Cydia kamijoi ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有亜種 トドマツミキモグリガ Cydia pactolana yasudai ハマキガ科 Tortricidae 北海道
固有種 スギカサヒメハマキ Cydia cryptomeriae ハマキガ科 Tortricidae 本州，四国，対馬，屋久島
固有種 シロアシヨツメモンヒメハマキ Cydia japonensis ハマキガ科 Tortricidae 北海道，本州
固有種 エンジュヒメハマキ Cydia secretana ハマキガ科 Tortricidae 北海道，千島列島，本州
固有亜種 リンゴハマキモドキ Choreutis vinosa discolor ハマキモドキガ科 Choreutidae 北海道，本州
固有種 イヌビワハマキモドキ Choreutis japonica ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州，四国，九州，南西諸島
固有種 チビハマキモドキ Choreutis minuta ハマキモドキガ科 Choreutidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有種 オキナワハマキモドキ Choreutis cyanogramma ハマキモドキガ科 Choreutidae 八重山諸島
固有種 ミヤマハマキモドキ Prochoreutis alpina ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州
固有種 アトギンボシハマキモドキ Prochoreutis delicata ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州，四国，九州
固有種 イワテギンボシハマキモドキ Prochoreutis subdelicata ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州
固有種 コアトギンボシハマキモドキ Prochoreutis diakonoffi ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州，四国
固有種 Prochoreutis brunescens ハマキモドキガ科 Choreutidae 九州
固有種 クロコギンボシハマキモドキ Prochoreutis kurokoi ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州
固有種 ゴボウハマキモドキ Tebenna micalis ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州，四国，九州，八重山諸島
固有種 ヤマシタハマキモドキ Tebenna yamashitai ハマキモドキガ科 Choreutidae 西表島
固有種 オドリハマキモドキ Litobrenthia japonica ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州，四国，九州
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固有種 ヤエヤマオドリハマキモドキ Brenthia yaeyamae ハマキモドキガ科 Choreutidae 石垣島
固有種 コミヤマミズオドリハマキモドキ Brenthia pileae ハマキモドキガ科 Choreutidae 本州，四国
固有種 モリウチオドリハマキモドキ Brenthia moriutii ハマキモドキガ科 Choreutidae 石垣島
固有種 シロオビササベリガ Epermenia sugisimai ササベリガ科 Epermeniidae 北海道
固有種 ウスチャオオササベリガ Epermenia shimekii ササベリガ科 Epermeniidae 本州
固有種 シベチャササベリガ Epermenia ijimai ササベリガ科 Epermeniidae 北海道
固有種 ニセトベラササベリガ Epermenia uedai ササベリガ科 Epermeniidae 沖縄島
固有種 トベラササベリガ Epermenia muraseae ササベリガ科 Epermeniidae 本州，奄美大島，石垣島
固有種 ニセチャマダラササベリガ Epermenia pseudofuscomaculata ササベリガ科 Epermeniidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ヒメニジュウシトリバ Alucita pusilla ニジュウシトリバガ科 Alucitidae 西表島
固有種 ウスキニジュウシトリバ Alucita straminea ニジュウシトリバガ科 Alucitidae 石垣島，西表島
固有種 アヤニジュウシトリバ Alucita flavofascia ニジュウシトリバガ科 Alucitidae 本州，伊豆諸島，九州，沖縄島
固有種 タカムクシロトリバ Agdistis takamukui トリバガ科 Pterophoridae 九州
固有種 ミカドトリバ Tetraschalis mikado トリバガ科 Pterophoridae 北海道，本州，伊豆諸島，九州
固有種 トビモントリバ Tetraschalis cretalis トリバガ科 Pterophoridae 北海道，本州，九州，対馬
固有種 ミヤマトリバ Platyptilia montana トリバガ科 Pterophoridae 本州
固有種 ハネビロトリバ Platyptilia profunda トリバガ科 Pterophoridae 本州
固有種 ハネナガトリバ Gillmeria scutata トリバガ科 Pterophoridae 北海道，本州
固有種 クロモンオオトリバ Stenoptilia albilimbata トリバガ科 Pterophoridae 本州
固有種 サトウトリバ Stenoptilia satoi トリバガ科 Pterophoridae 本州
固有種 ホソバネトリバ Stenoptilia nolckeni トリバガ科 Pterophoridae 北海道
固有種 サイグサトリバ Stenoptilia saigusai トリバガ科 Pterophoridae 北海道，本州
固有種 キマダラヒメトリバ Xyroptila aritai トリバガ科 Pterophoridae 石垣島
固有種 シシンラントリバ Asiaephorus fukuoi トリバガ科 Pterophoridae 本州，九州
固有種 ジョウザンチビトリバ Capperia jozana トリバガ科 Pterophoridae 北海道，利尻島，本州
固有種 ネコノシタトリバ Hellinsia muraseae トリバガ科 Pterophoridae 本州，九州，南西諸島
固有種 カザリニセハマキ Moca monocosma ニセハマキガ科 Immidae 本州，四国，九州，沖縄島
固有種 リュウキュウマルバシンクイガ Copromorpha kijimuna マルバシンクイガ科 Copromorphidae 南西諸島
固有種 シロモンクロシンクイ Commatarcha palaeosema シンクイガ科 Carposinidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島，奄美大島
固有種 ウスキシンクイ Alexotypa japonica シンクイガ科 Carposinidae 本州，四国，九州，屋久島，奄美大島
固有種 ニッポンシロシンクイ Carposina niponensis シンクイガ科 Carposinidae 本州，九州
固有種 シロシンクイ Meridarchis merga シンクイガ科 Carposinidae 屋久島
固有亜種 クロボシシロオオシンクイ Heterogymna ochrogramma seriatopunctata シンクイガ科 Carposinidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 オオアカジママドガ Striglina oceanica マドガ科 Thyrididae 奄美大島，沖縄島，宮古島，石垣島，西表島
固有種 オキナワアカジママドガ Striglina okinawa マドガ科 Thyrididae 沖縄島
固有種 アマミアカジママドガ Striglina amamioshima マドガ科 Thyrididae 奄美大島，徳之島
固有種 コシロテンマドガ Banisia whalleyi マドガ科 Thyrididae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 マドガ Thyris usitata マドガ科 Thyrididae 千島列島南部，北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ヒメマダラマドガ Rhodoneura hyphaema マドガ科 Thyrididae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 ウスグロツヅリガ Achroia innotata obscurevittella メイガ科 Pyralidae 本州，九州，対馬，屋久島
固有種 キイロツヅリガ Tirathaba irrufatella メイガ科 Pyralidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 オオシマモンツヅリガ Thalamorrhyncha cramboides メイガ科 Pyralidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 アカヘリシマメイガ Herculia drabicilialis メイガ科 Pyralidae 本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，奄美大島，沖縄島，久

米島
固有種 ヤマモトシマメイガ Minooa yamamotoi メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 ヒトスジシマメイガ Bostra mirifica メイガ科 Pyralidae 本州，四国，九州
固有種 ミサキクシヒゲシマメイガ Sacada misakiensis メイガ科 Pyralidae 本州，四国，九州
固有種 ムラサキトガリメイガ Endotricha aculeatalis メイガ科 Pyralidae 南西諸島
固有種 イノウエトガリメイガ Endotricha inouei メイガ科 Pyralidae 本州，南西諸島
固有亜種 キオビトガリメイガ Endotricha flavofascialis affinialis メイガ科 Pyralidae 北海道，本州，九州，対馬
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固有種 キバネトガリメイガ Endotricha pulverealis メイガ科 Pyralidae 小笠原諸島（父島，兄島，母島）
固有種 クロバネフトメイガ Lepidogma angusta メイガ科 Pyralidae 本州，四国，九州
固有種 ミドリネグロフトメイガ Stericta flavopuncta メイガ科 Pyralidae 北海道，本州，対馬
固有種 オオウスアカオビマダラメイガ Acrobasis lutulentella メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 ニセウスキオビマダラメイガ Acrobasis ochrifasciella メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 エノキアカオビマダラメイガ Acrobasis celtifoliella メイガ科 Pyralidae 沖縄島
固有種 ヒメエノキアカオビマダラメイガ Acrobasis subceltifoliella メイガ科 Pyralidae 本州，九州
固有種 ウスモンアカオビマダラメイガ Acrobasis izuensis メイガ科 Pyralidae 伊豆諸島
固有種 ギンマダラメイガ Acrobasis rubrizonella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州，沖縄島
固有種 ウスグロアカオビマダラメイガ Acrobasis fuscatella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 ウスアカオビマダラメイガ Acrobasis subflavella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 フタテンアカオビマダラメイガ Conobathra tricolorella メイガ科 Pyralidae 本州，九州，沖縄島
固有種 ヤクシマフタグロマダラメイガ Furcata yakushimensis メイガ科 Pyralidae 屋久島
固有種 ニセフタグロマダラメイガ Furcata vicinella メイガ科 Pyralidae 九州
固有種 ヤマトフタグロマダラメイガ Furcata nipponella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州，九州
固有種 ウスグロマルバスジマダラメイガ Didia fuscostriatella メイガ科 Pyralidae 沖縄島
固有亜種 コクロモンマダラメイガ Aurana vinaceella vinaceella メイガ科 Pyralidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 アカウスグロマダラメイガ Neorufalda pullella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 ナキジンマダラメイガ Cathyalia okinawana メイガ科 Pyralidae 九州，沖縄島，西表島
固有種 ニシザワマダラメイガ Cathyalia nishizawai メイガ科 Pyralidae 本州，九州
固有種 ハイイロシロオビマダラメイガ Mussidia mari メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 ジャスミンマダラメイガ Faveria subdasyptera メイガ科 Pyralidae 沖縄島
固有種 ウスクロスジマダラメイガ Addyme obscuriella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 ウスキマダラメイガ Asclerobia gilvaria メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 ミカドマダラメイガ Sciota mikadella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，屋久島，奄美

大島
固有種 マエチャマダラメイガ Sciota furvicostella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 ドイツトウヒマダラメイガ Dioryctria okui メイガ科 Pyralidae 北海道
固有種 ツチトリモチマダラメイガ Assara balanophorae メイガ科 Pyralidae 九州
固有種 フクギマダラメイガ Assara murasei メイガ科 Pyralidae 沖縄島，久米島
固有種 ウススジクロマダラメイガ Euzophera fumatella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 ハイイロホソマダラメイガ Phycitodes rotundisignus メイガ科 Pyralidae 九州，沖縄島，西表島
固有種 シロチビマダラメイガ Eucampyla estriatella メイガ科 Pyralidae 小笠原諸島（父島，母島），四国，九州，奄美大島，沖縄島
固有種 シロオビハイイロマダラメイガ Euzopherodes nipponensis メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 ニブイロマダラメイガ Phycita peliella メイガ科 Pyralidae 本州，四国，九州
固有種 トミナガマダラメイガ Copamyntis tominagai メイガ科 Pyralidae 沖縄島
固有種 スジホソメイガ Osakia lineolella メイガ科 Pyralidae 日本
固有種 ヒトホシホソメイガ Hypsotropa solipunctella メイガ科 Pyralidae 北海道，本州，九州
固有種 ヒメカバイロホソメイガ Rhinaphe minor メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 クロミャクホソメイガ Toshitamia komatsui メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 ツシマホソメイガ Toshitamia tsushimensis メイガ科 Pyralidae 対馬
固有種 ウスグロホソメイガ Toshitamia magna メイガ科 Pyralidae 本州，九州
固有種 チャマダラホソメイガ Hosomeiga fujihirai メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 ヒイロホソメイガ Hosomeiga rubella メイガ科 Pyralidae 四国
固有種 ヒメマエジロホソメイガ Polyocha rusticana メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 ウスキマエジロホソメイガ Paraemmalocera flava メイガ科 Pyralidae 沖縄島
固有種 ベニマエジロホソメイガ Paraemmalocera rufa メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 ホソバホソメイガ Peoria ohkurai メイガ科 Pyralidae 本州
固有種 マダラホソメイガ Maliarpha borealis メイガ科 Pyralidae 北海道，本州
固有種 ヒメスジホソメイガ Arivaca gracilis メイガ科 Pyralidae 北海道，本州，四国
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固有種 ビンガタホソメイガ Arivaca pulchra メイガ科 Pyralidae 沖縄島，西表島
固有種 マエグロホソメイガ Arivaca kudoi メイガ科 Pyralidae 沖縄島，石垣島
固有種 ヒメシロエグリツトガ Glaucocharis parviexectella ツトガ科 Crambidae 石垣島
固有種 ミヤマエグリツトガ Glaucocharis vermeeri ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 ウスイロエグリツトガ Glaucocharis utsugii ツトガ科 Crambidae 奄美大島，徳之島，沖縄島
固有種 シロオビチビツトガ Roxita albipennata ツトガ科 Crambidae 奄美大島
固有種 カナサンツトガ Metaeuchromius kimurai ツトガ科 Crambidae 奄美大島，沖縄島
固有種 ソトモンツトガ Miyakea expansa ツトガ科 Crambidae 本州，四国
固有種 ニセソトモンツトガ Miyakea consimilis ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 チャバネツトガ Japonichilo bleszynskii ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国，対馬
固有種 ツチイロツトガ Calamotropha doii ツトガ科 Crambidae 本州，四国，対馬
固有亜種 フタキスジツトガ Calamotropha aureliella fulvilineata ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，伊豆大島
固有種・亜種 フタオレツトガ Calamotropha yamanakai ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，佐渡島，四国，九州，屋久島，南西諸島
固有種・亜種 フタオレツトガ Calamotropha yamanakai owadai ツトガ科 Crambidae 南西諸島
固有種・亜種 フタオレツトガ Calamotropha yamanakai yamanakai ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，佐渡島，四国，九州，屋久島
固有亜種 ヒメキスジツトガ Calamotropha brevistrigella maenamii ツトガ科 Crambidae 伊豆諸島
固有種 ヒトテンツトガ Calamotropha albistrigellus ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 モリオカツトガ Chrysoteuchia moriokensis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有種 ダイセツツトガ Chrysoteuchia daisetsuzana ツトガ科 Crambidae 北海道
固有種 カバイロギンスジツトガ Crambus postnigellus ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 シロスジツトガ Crambus argyrophorus ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，粟島，佐渡島，伊豆諸島，小笠原諸島，四

国，九州，対馬，屋久島，トカラ列島
固有種 オキナワツトガ Crambus okinawanus ツトガ科 Crambidae 南西諸島
固有種 フトシロスジツトガ Crambus kuzakaiensis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有種 ミヤマウスギンツトガ Crambus hachimantaiensis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有種 オガサワラツトガ Crambus boninellus ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 オオヒシモンツトガ Catoptria munroeella ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 フタテンツトガ Catoptria montivaga ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州
固有種 ヒメフタテンツトガ Catoptria amathusia ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 ニセフタテンツトガ Catoptria submontivaga ツトガ科 Crambidae 北海道，利尻島
固有種 シロモンツトガ Catoptria nana ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有種 Catoptria inouella Catoptria inouella ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 タカネツトガ Catoptria harutai ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 シラユキツトガ Catoptria viridiana ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 ダイセツチビツトガ Catoptria satakei ツトガ科 Crambidae 北海道，利尻島
固有種 フタスジミヤマツトガ Japonicrambus bilineatus ツトガ科 Crambidae 本州（東北地方～中部地方）
固有種 オオフタスジミヤマツトガ Japonicrambus ishizukai ツトガ科 Crambidae 本州（赤石山脈）
固有種 ヤツガダケミヤマツトガ Japonicrambus mitsundoi ツトガ科 Crambidae 本州（八ヶ岳，飛騨山脈）
固有種 エゾモクメツトガ Pediasia torikurai ツトガ科 Crambidae 北海道
固有亜種 クドウツトガ Pseudobissetia terrestrella kudoi ツトガ科 Crambidae 本州，九州
固有種 イワサキヤマメイガ Scoparia iwasakii ツトガ科 Crambidae 本州，九州
固有種 ウスモンヤマメイガ Scoparia submolestalis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有種 ヤクシマクロヤマメイガ Scoparia yakushimana ツトガ科 Crambidae 屋久島，沖縄島，西表島
固有種 マツイヤマメイガ Scoparia matsuii ツトガ科 Crambidae 本州，沖縄島，西表島
固有種 タンザワヤマメイガ Scoparia depressoides ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 マダラヤマメイガ Scoparia latipennis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 タカネヤマメイガ Eudonia nakajimai ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 ヒメキボシオオメイガ Patissa minima ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 チビウスキオオメイガ Scirpophaga micraurea ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 フタテンオオメイガ Catagela subdodatella ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
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固有亜種 マダラミズメイガ Elophila interruptalis ezoensis ツトガ科 Crambidae 北海道
固有種 クロスジマダラミズメイガ Elophila miurai ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 ギンモンミズメイガ Nymphula corculina ツトガ科 Crambidae 北海道，千島列島南部，本州
固有種 ヒメコミズメイガ Parapoynx rectilinealis ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 ミサキコミズメイガ Parapoynx moriutii ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 スジグロミズメイガ Paracymoriza fuscalis ツトガ科 Crambidae 奄美大島
固有種 オキナワミズメイガ Paracymoriza okinawana ツトガ科 Crambidae 沖縄島
固有種 キタキオビミズメイガ Potamomusa aquilonia ツトガ科 Crambidae 北海道
固有種 ヨツクロモンミズメイガ Eoophyla inouei ツトガ科 Crambidae 石垣島，西表島
固有種 エンスイミズメイガ Eristena argentata ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州，対馬，奄美大島
固有種 タンザワシダメイガ Musotima tanzawensis ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州，沖縄島
固有種 エグリシダメイガ Musotima dryopterisivora ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 クマタシダメイガ Musotima kumatai ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島
固有種 ヒメシダメイガ Yoshiyasua yasudai ツトガ科 Crambidae 沖縄島
固有種 ウスキモンメイガ Ptychopseustis pallidochrealis ツトガ科 Crambidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有亜種 キホソノメイガ Circobotys heterogenalis onumalis ツトガ科 Crambidae 北海道
固有種 ミナミホソバノメイガ Circobotys cryptica ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島，南西諸島
固有亜種 ウラクロモンノメイガ Loxostege turbidalis inornatalis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，九州
固有種 キベリスカシノメイガ Callibotys wilemani ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州，対馬
固有亜種 キイロノメイガ Perinephela lancealis honshuensis ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州
固有亜種 キイロノメイガ Perinephela lancealis pryeri ツトガ科 Crambidae 北海道
固有種 マルバキイロノメイガ Perinephela obtusalis ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 ハマゴウノメイガ Aglaops albipennis ツトガ科 Crambidae 本州，伊豆諸島，四国，九州
固有亜種 ナカミツテンノメイガ Proteurrhypara ocellalis apoialis ツトガ科 Crambidae 北海道
固有亜種 トガリキノメイガ Demobotys pervulgalis pervulgalis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 ウスオビノメイガ Xanthopsamma pseudocrocealis ツトガ科 Crambidae 本州，四国
固有種 ミヤノヒメトガリノメイガ Anania miyanoi ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 ヤブレガサノメイガ Anania syneilesidis ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 マルバネキノメイガ Ostrinia ovalipennis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有亜種 アズキノメイガ Ostrinia scapulalis pacifica ツトガ科 Crambidae 北海道
固有亜種 アズキノメイガ Ostrinia scapulalis subpacifica ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州，対馬
固有亜種 フキノメイガ Ostrinia zaguliaevi honshuensis ツトガ科 Crambidae 本州
固有亜種 フキノメイガ Ostrinia zaguliaevi kyushuensis ツトガ科 Crambidae 九州
固有亜種 フキノメイガ Ostrinia zaguliaevi ryukyuensis ツトガ科 Crambidae 南西諸島
固有亜種 ゴボウノメイガ Ostrinia zealis centralis ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 オガサワラハラナガノメイガ Tatobotys albivenalis ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 ヒメハナダカノメイガ Camptomastix septentrionalis ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 クロエグリノメイガ Sufetula minuscula ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（母島）
固有種 サザナミノメイガ Massepha ohbai ツトガ科 Crambidae 本州，九州
固有種 モトキムラサキノメイガ Agrotera flavobasalis ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 キハダクロオビノメイガ Pagyda citrinella ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（母島）
固有種 イネハカジノメイガ Cnaphalocrocis exigua ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州，対馬，種子島，屋久島，沖永良部島，沖

縄島
固有種 オガサワラシロモンノメイガ Bocchoris albipunctalis ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 ハラナガキマダラノメイガ Analthes maculalis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国
固有種 ヒメクロスジノメイガ Tyspanodes gracilis ツトガ科 Crambidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有種 キバネカクモンノメイガ Rehimena variegata ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 Nacoleia fumidalis Nacoleia fumidalis ツトガ科 Crambidae 九州
固有種 コガタノメイガ Nacoleia gressitti ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 ハイイロノメイガ Dolicharthria bilineatella ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（母島）
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固有種 ナイトウノメイガ Duponchelia naitoi ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 ナイトウノメイガ Duponchelia naitoi ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 トガリシロアシクロノメイガ Omiodes indistinctus ツトガ科 Crambidae 本州，九州
固有種 ヤマトシロアシクロノメイガ Omiodes nipponalis ツトガ科 Crambidae 本州，九州
固有種 クロズノメイガ Goniorhynchus exemplaris ツトガ科 Crambidae 本州，佐渡島，伊豆諸島，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 ヒメウコンノメイガ Pleuroptya brevipennis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，九州，対馬
固有種 ホソバワタノメイガ Haritalodes angustalis ツトガ科 Crambidae 九州
固有種 オオツチイロノメイガ Syllepte fuscoinvalidalis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州，トカラ列島
固有種 コツチイロノメイガ Syllepte cissalis ツトガ科 Crambidae 本州，九州
固有種 ウンモンシロノメイガ Togabotys fuscolineatalis ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州
固有亜種 ウスグロヨツモンノメイガ Lygropia yerburii nipponica ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ヒメシロマダラノメイガ Glyphodes fenestratus ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 オガサワラミドリノメイガ Parotis ogasawarensis ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有亜種 ナカキノメイガ Sameodes aptalis usitatus ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州，屋久島，沖縄島
固有種 チャイロスカシトガリノメイガ Cotachena brunnealis ツトガ科 Crambidae 九州，対馬
固有亜種 シロテンウスグロノメイガ Bradina atopalis erectalis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州
固有種 ヒメアカウスグロノメイガ Bradina trigonalis ツトガ科 Crambidae 本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，屋久島，奄美大島，石

垣島
固有亜種 アカウスグロノメイガ Bradina angustalis ryukyuensis ツトガ科 Crambidae 南西諸島
固有種 キオビマエキノメイガ Herpetogramma tominagai ツトガ科 Crambidae 沖縄島，与那国島
固有種 ケナシチビクロノメイガ Herpetogramma ochrotinctale ツトガ科 Crambidae 本州，九州，奄美大島，沖縄島
固有種・亜種 クロシオノメイガ Herpetogramma pacificale ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島，南硫黄島）
固有種・亜種 クロシオノメイガ Herpetogramma pacificale iwojimensis ツトガ科 Crambidae 南硫黄島
固有種・亜種 クロシオノメイガ Herpetogramma pacificale pacificale ツトガ科 Crambidae 小笠原諸島（父島，母島）
固有種 ヤエヤマクロノメイガ Herpetogramma yaeyamense ツトガ科 Crambidae 沖縄島，八重山諸島
固有種 イタクラキノメイガ Uresiphita fusei ツトガ科 Crambidae 本州
固有種 シュモンノメイガ Uresiphita suffusalis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国
固有亜種 ヘリアカキンノメイガ Carminibotys carminalis iwawakisana ツトガ科 Crambidae 本州，四国，九州
固有亜種 モンスカシキノメイガ Pseudebulea fentoni fentoni ツトガ科 Crambidae 本州
固有亜種 モンスカシキノメイガ Pseudebulea fentoni sadoensis ツトガ科 Crambidae 佐渡島
固有亜種 モンスカシキノメイガ Pseudebulea fentoni yezoensis ツトガ科 Crambidae 北海道
固有種 ハイイロルリノメイガ Udea grisealis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有種 ニセハイイロルリノメイガ Udea intermedia ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有亜種 チャモンノメイガ Udea stigmatalis stigmatalis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 コマルモンノメイガ Udea montensis ツトガ科 Crambidae 北海道，本州
固有亜種 オキナワビロウドセセリ Hasora chromus inermis セセリチョウ科 Hesperiidae 九州，対馬，南西諸島
固有亜種 ヒメチャマダラセセリ Pyrgus malvae unomasahiroi セセリチョウ科 Hesperiidae 北海道（アポイ岳，幌満岳）
固有亜種 タカネキマダラセセリ Carterocephalus palaemon akaishianus セセリチョウ科 Hesperiidae 本州（赤石山脈）
固有亜種 タカネキマダラセセリ Carterocephalus palaemon satakei セセリチョウ科 Hesperiidae 本州（飛騨山脈）
固有亜種 スジグロチャバネセセリ Thymelicus leoninus hamadakohi セセリチョウ科 Hesperiidae 四国（愛媛県）
固有亜種 ヘリグロチャバネセセリ Thymelicus sylvaticus nishimurai セセリチョウ科 Hesperiidae 四国（高知県）
固有亜種 アサヒナキマダラセセリ Ochlodes subhyalinus asahinai セセリチョウ科 Hesperiidae 八重山列島
固有亜種 アカセセリ Hesperia florinda florinda セセリチョウ科 Hesperiidae 本州
固有種 オガサワラセセリ Parnara ogasawarensis セセリチョウ科 Hesperiidae 小笠原諸島
固有種 ギフチョウ Luehdorfia japonica アゲハチョウ科 Papilionidae 本州
固有亜種 ヒメギフチョウ Luehdorfia puziloi inexpecta アゲハチョウ科 Papilionidae 本州
固有亜種 ヒメギフチョウ Luehdorfia puziloi yessoensis アゲハチョウ科 Papilionidae 北海道
固有亜種 ウスバシロチョウ Parnassius citrinarius citrinarius アゲハチョウ科 Papilionidae 北海道，本州，佐渡島，四国
固有亜種 ウスバキチョウ Parnassius eversmanni daisetsuzanus アゲハチョウ科 Papilionidae 北海道（大雪山系）
固有亜種 ヒメウスバシロチョウ Parnassius stubbendorfii hoenei アゲハチョウ科 Papilionidae 北海道
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固有亜種 ヒメウスバシロチョウ Parnassius stubbendorfii tateyamai アゲハチョウ科 Papilionidae 利尻島
固有亜種 ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous alcinous アゲハチョウ科 Papilionidae 本州，伊豆（大島），佐渡島，隠岐諸島，淡路島，四国，九

州，壱岐島
固有亜種 ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous bradana アゲハチョウ科 Papilionidae 八重山列島
固有亜種 ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous loochooana アゲハチョウ科 Papilionidae 奄美群島，沖縄諸島，慶良間諸島
固有亜種 ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous miyakoensis アゲハチョウ科 Papilionidae 宮古列島
固有亜種 ジャコウアゲハ Atrophaneura alcinous yakushimana アゲハチョウ科 Papilionidae 種子島，屋久島
固有亜種 ヤエヤマカラスアゲハ Papilio bianor okinawensis アゲハチョウ科 Papilionidae 八重山諸島
固有亜種 カラスアゲハ Papilio dehaanii hachijonis アゲハチョウ科 Papilionidae 伊豆（八丈島）
固有亜種 カラスアゲハ Papilio dehaanii tokaraensis アゲハチョウ科 Papilionidae トカラ列島
固有亜種 ナガサキアゲハ Papilio memnon thunbergii アゲハチョウ科 Papilionidae 本州（東北地方南部以南），伊豆諸島，隠岐諸島，淡路島，

四国，九州，対馬，壱岐島，平戸島，五島列島，天草群島，
甑島，南西諸島

固有亜種 クロアゲハ Papilio protenor liukiuensis アゲハチョウ科 Papilionidae 南西諸島
固有種 オキナワカラスアゲハ Papilio ryukyuensis アゲハチョウ科 Papilionidae 奄美群島，沖縄諸島，慶良間諸島
固有種・亜種 オキナワカラスアゲハ Papilio ryukyuensis amamiensis アゲハチョウ科 Papilionidae 奄美群島
固有種・亜種 オキナワカラスアゲハ Papilio ryukyuensis ryukyuensis アゲハチョウ科 Papilionidae 沖縄諸島，慶良間諸島
固有亜種 ミカドアゲハ Graphium doson albidum アゲハチョウ科 Papilionidae 本州，淡路島，四国，九州，対馬，種子島，屋久島，奄美群

島，沖縄島
固有亜種 ミカドアゲハ Graphium doson perillus アゲハチョウ科 Papilionidae 八重山列島
固有亜種 ヒメシロチョウ Leptidea amurensis vibilia シロチョウ科 Pieridae 北海道，本州
固有亜種 スジボソヤマキチョウ Gonepteryx aspasia niphonica シロチョウ科 Pieridae 本州，佐渡島，四国，九州
固有亜種 ヤマキチョウ Gonepteryx maxima maxima シロチョウ科 Pieridae 本州
固有亜種 ミヤマモンキチョウ Colias palaeno aias シロチョウ科 Pieridae 本州（浅間山～白根山）
固有亜種 ミヤマモンキチョウ Colias palaeno sugitanii シロチョウ科 Pieridae 本州（飛騨山脈）
固有亜種 ツマベニチョウ Hebomoia glaucippe liukiuensis シロチョウ科 Pieridae 九州（南部），南西諸島
固有亜種 クモマツマキチョウ Anthocharis cardamines hayashii シロチョウ科 Pieridae 本州（赤石山脈，南・北八ヶ岳）
固有亜種 クモマツマキチョウ Anthocharis cardamines isshikii シロチョウ科 Pieridae 本州（飛騨山脈，妙高連峰，戸隠連峰）
固有亜種 ツマキチョウ Anthocharis scolymus scolymus シロチョウ科 Pieridae 北海道，本州，伊豆（大島），佐渡島，隠岐諸島，淡路島，

四国，小豆島，九州，壱岐島，平戸島，五島列島，天草群
島，種子島，屋久島

固有亜種 エゾスジグロシロチョウ Pieris dulcinea tomariana シロチョウ科 Pieridae 千島列島，北海道，礼文島，利尻島
固有種 ヤマトスジグロシロチョウ Pieris nesis シロチョウ科 Pieridae 北海道，本州，佐渡島，隠岐諸島，淡路島，四国，小豆島，

九州，壱岐島
固有種・亜種 ヤマトスジグロシロチョウ Pieris nesis japonica シロチョウ科 Pieridae 本州（東北地方南部），佐渡島，隠岐諸島，淡路島，四国，

小豆島，九州，壱岐島
固有種・亜種 ヤマトスジグロシロチョウ Pieris nesis nesis シロチョウ科 Pieridae 北海道（西南部），本州（東北地方北部）
固有亜種 ミヤマシロチョウ Aporia hippia japonica シロチョウ科 Pieridae 本州（中部地方）
固有亜種 ウラギンシジミ Curetis acuta paracuta シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道，本州，伊豆諸島，佐渡島，隠岐諸島，淡路島，四

国，小豆島，九州，対馬，壱岐島，平戸島，五島列島，天草
群島，種子島，屋久島，南西諸島

固有亜種 ルーミスシジミ Arhopala ganesa loomisi シジミチョウ科 Lycaenidae 本州，隠岐諸島，四国，九州，屋久島
固有種 ウラキンシジミ Ussuriana stygiana シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道，奥尻島，本州，佐渡島，隠岐諸島，四国，九州
固有亜種 ミズイロオナガシジミ Antigius attilia yamanakashoji シジミチョウ科 Lycaenidae 対馬
固有亜種 ウスイロオナガシジミ Antigius butleri kurinodakensis シジミチョウ科 Lycaenidae 九州（鹿児島県栗野岳）
固有亜種 カシワアカシジミ Japonica onoi mizobei シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（冠高原（広島県，山口県））
固有亜種 カシワアカシジミ Japonica onoi onoi シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道，本州（東北地方）
固有亜種 ウラナミアカシジミ Japonica saepestriata gotohi シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（紀伊半島南部）
固有亜種 ウラクロシジミ Iratsume orsedice orsedice シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒサマツミドリシジミ Chrysozephyrus hisamatsusanus シジミチョウ科 Lycaenidae 本州，四国，九州
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固有亜種 キリシマミドリシジミ Thermozephyrus ataxus yakushimaensis シジミチョウ科 Lycaenidae 大隅（屋久島）
固有亜種 ヒロオビミドリシジミ Favonius cognatus latifasciatus シジミチョウ科 Lycaenidae 本州
固有種 フジミドリシジミ Sibataniozephyrus fujisanus シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道（南部），奥尻島，本州，四国，九州
固有亜種 イワカワシジミ Artipe eryx okinawana シジミチョウ科 Lycaenidae 屋久島，南西諸島
固有亜種 コツバメ Callophrys ferrea ferrea シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道，利尻島，本州，佐渡島，隠岐諸島，淡路島，四国，

九州
固有亜種 ベニモンカラスシジミ Fixsenia iyonis iyonis シジミチョウ科 Lycaenidae 四国（徳島県，高知県，皿ヶ嶺（愛媛県））
固有亜種 ベニモンカラスシジミ Fixsenia iyonis kibiensis シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（高梁川水系）
固有亜種 ベニモンカラスシジミ Fixsenia iyonis kiiensis シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（紀伊半島）
固有亜種 ベニモンカラスシジミ Fixsenia iyonis surugaensis シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（長野県南部～静岡県）
固有種 ミヤマカラスシジミ Fixsenia mera シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道（南部），本州，佐渡島，四国，九州
固有亜種 リンゴシジミ Fixsenia pruni jezoensis シジミチョウ科 Lycaenidae 千島（国後島），北海道
固有亜種 キマダラルリツバメ Spindasis takanonis takanonis シジミチョウ科 Lycaenidae 本州
固有亜種 アマミウラナミシジミ Nacaduba kurava septentrionalis シジミチョウ科 Lycaenidae 四国，九州，南西諸島
固有亜種 ヤマトシジミ Zizeeria maha argia シジミチョウ科 Lycaenidae 本州，伊豆諸島，佐渡島，隠岐諸島，淡路島，四国，小豆

島，九州，対馬，壱岐島，平戸島，五島列島，天草群島，甑
島，種子島，屋久島

固有亜種 ヤマトシジミ Zizeeria maha okinawana シジミチョウ科 Lycaenidae 南西諸島
固有亜種 タイワンツバメシジミ Everes lacturnus kawaii シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（和歌山県），四国，九州，平戸島，五島列島，天草群

島，大隅諸島
固有亜種 クロツバメシジミ Tongeia fischeri japonica シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（関東〜中部地方）
固有亜種 クロツバメシジミ Tongeia fischeri shirozui シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（山口県），九州（福岡県北〜西部，佐賀県，長崎

県），対馬，壱岐島，五島列島，天草群島，甑島
固有亜種 クロツバメシジミ Tongeia fischeri shojii シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（近畿地方以西），四国，九州（福岡県東部，大分県，

熊本県北東部）
固有亜種 リュウキュウウラボシシジミ Pithecops corvus ryukyuensis シジミチョウ科 Lycaenidae 沖縄（沖縄本島），八重山（石垣島，西表島）
固有亜種 ツシマウラボシシジミ Pithecops fulgens tsushimanus シジミチョウ科 Lycaenidae 対馬
固有種 オガサワラシジミ Celastrina ogasawaraensis シジミチョウ科 Lycaenidae 小笠原（父島，兄島，弟島，母島，姉島）
固有亜種 スギタニルリシジミ Celastrina sugitanii kyushuensis シジミチョウ科 Lycaenidae 九州
固有亜種 スギタニルリシジミ Celastrina sugitanii sugitanii シジミチョウ科 Lycaenidae 本州，四国
固有亜種 ヤクシマルリシジミ Acytolepis puspa ishigakiana シジミチョウ科 Lycaenidae 本州，淡路島，四国，九州，対馬，南西諸島
固有亜種 カバイロシジミ Glaucopsyche lycormas lycormas シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道（西部），奥尻島，本州（青森県）
固有亜種 オオルリシジミ Shijimiaeoides divinus asonis シジミチョウ科 Lycaenidae 九州（阿蘇火山群，九重連山）
固有亜種 オオルリシジミ Shijimiaeoides divinus barine シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（東北〜中部地方）
固有亜種 ジョウザンシジミ Scolitantides orion jezoensis シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道
固有亜種 オオゴマシジミ Phengaris arionides takamukui シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道（西部），本州（東北〜中部地方）
固有亜種 ゴマシジミ Phengaris teleius daisensis シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（中国地方），九州
固有亜種 ゴマシジミ Phengaris teleius hosonoi シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（飛騨山脈・白山山地の高地）
固有亜種 ゴマシジミ Phengaris teleius kazamoto シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（中部地方）
固有亜種 ヒメシジミ Plebejus argus micrargus シジミチョウ科 Lycaenidae 本州，九州（九重連山）
固有亜種 ミヤマシジミ Plebejus argyrognomon praeterinsularis シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（東北〜中部地方，鳥取県），四国（徳島県）
固有亜種 アサマシジミ Plebejus subsolanus iburiensis シジミチョウ科 Lycaenidae 北海道
固有亜種 アサマシジミ Plebejus subsolanus yaginus シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（八ヶ岳連峰，浅間山連峰～山梨県低山地）
固有亜種 アサマシジミ Plebejus subsolanus yarigadakeanus シジミチョウ科 Lycaenidae 本州（飛騨山脈，戸隠連峰～妙高連峰，白山山地）
固有亜種 カラフトルリシジミ Albulina optilete daisetsuzana シジミチョウ科 Lycaenidae 千島（択捉島，国後島），色丹島，北海道
固有亜種 テングチョウ Libythea lepita amamiana タテハチョウ科 Nymphalidae 小笠原（父島），南西諸島
固有亜種 オオゴマダラ Idea leuconoe riukiuensis タテハチョウ科 Nymphalidae 宮古列島，八重山列島
固有亜種 アサヒヒョウモン Clossiana freija asahidakeana タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道（大雪山系）
固有亜種 ホソバヒョウモン Clossiana thore jezoensis タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道
固有亜種 ヒョウモンチョウ Brenthis daphne iwatensis タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（国後島），北海道，本州（青森県，岩手県，秋田県）
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固有亜種 ヒョウモンチョウ Brenthis daphne rabdia タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（中部地方）
固有亜種 コヒョウモン Brenthis ino mashuensis タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（国後島），北海道
固有亜種 コヒョウモン Brenthis ino tigroides タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（中部地方）
固有亜種 ギンボシヒョウモン Speyeria aglaja basalis タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（択捉島，国後島），色丹島，北海道，礼文島，利尻島
固有亜種 ギンボシヒョウモン Speyeria aglaja fortuna タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（東北〜中部地方）
固有亜種 イチモンジチョウ Limenitis camilla japonica タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（国後島），色丹島，北海道，奥尻島，本州，佐渡島，

隠岐諸島，四国，九州，天草群島
固有種 アサマイチモンジ Limenitis glorifica タテハチョウ科 Nymphalidae 本州
固有亜種 オオイチモンジ Limenitis populi jezoensis タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道，本州（福島県南部〜中部地方）
固有亜種 ヤエヤマイチモンジ Athyma selenophora ishiana タテハチョウ科 Nymphalidae 八重山列島
固有亜種 リュウキュウミスジ Neptis hylas luculenta タテハチョウ科 Nymphalidae 南西諸島
固有亜種 ホシミスジ Neptis pryeri hamadai タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（近畿（紀伊半島を除く）〜中国地方），淡路島，四

国，小豆島，九州
固有亜種 ホシミスジ Neptis pryeri iwasei タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（東北〜中部地方）
固有亜種 ホシミスジ Neptis pryeri kiiensis タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（紀伊半島）
固有亜種 ホシミスジ Neptis pryeri kitakamiensis タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（青森県，岩手県，秋田県，宮城県）
固有亜種 ホシミスジ Neptis pryeri yodoei タテハチョウ科 Nymphalidae 隠岐諸島
固有亜種 フタスジチョウ Neptis rivularis insularum タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（東北南部〜中部地方）
固有亜種 フタスジチョウ Neptis rivularis shirozui タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（岩手県，秋田県）
固有亜種 フタスジチョウ Neptis rivularis tadamiensis タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（新潟県，福島県）
固有亜種 イシガケチョウ Cyrestis thyodamas mabella タテハチョウ科 Nymphalidae 本州，伊豆（大島），隠岐諸島，淡路島，四国，小豆島，九

州，対馬，壱岐島，南西諸島
固有亜種 スミナガシ Dichorragia nesimachus ishigakiana タテハチョウ科 Nymphalidae 八重山列島
固有亜種 スミナガシ Dichorragia nesimachus okinawaensis タテハチョウ科 Nymphalidae 奄美群島，沖縄諸島，慶良間諸島
固有亜種 コヒョウモンモドキ Melitaea ambigua niphona タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（関東〜中部地方）
固有亜種 ルリタテハ Kaniska canace ishima タテハチョウ科 Nymphalidae 南西諸島
固有亜種 ルリタテハ Kaniska canace nojaponicum タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道，礼文島，利尻島，本州，伊豆諸島，佐渡島，隠岐諸

島，淡路島，四国，小豆島，九州，対馬，壱岐島，平戸島，
五島列島，天草群島，大隅諸島

固有亜種 クジャクチョウ Inachis io geisha タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（択捉島，国後島），色丹島，北海道，礼文島，利尻
島，奥尻島，本州，佐渡島，隠岐諸島，四国，九州，対馬

固有亜種 コヒオドシ Aglais urticae esakii タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（中部地方）
固有亜種 コノハチョウ Kallima inachus eucerca タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（和歌山県），奄美（徳之島，沖永良部島），沖縄（沖

縄本島，古宇利島），八重山（石垣島，小浜島，西表島）
固有亜種 コムラサキ Apatura metis substituta タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（国後島），北海道，礼文島，利尻島，奥尻島，本州，

佐渡島，隠岐諸島，淡路島，四国，九州，平戸島，五島列
島，天草群島

固有亜種 アカボシゴマダラ Hestina assimilis shirakii タテハチョウ科 Nymphalidae 奄美群島，沖縄島?
固有亜種 ゴマダラチョウ Hestina persimilis japonica タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道（西部），本州，佐渡島，隠岐諸島，淡路島，四国，

小豆島，九州，壱岐島，平戸島，五島列島，天草群島
固有亜種 ゴマダラチョウ Hestina persimilis tsushimana タテハチョウ科 Nymphalidae 対馬
固有亜種 オオムラサキ Sasakia charonda charonda タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道（西部），本州，佐渡島，四国，九州
固有亜種 フタオチョウ Polyura eudamippus weismanni タテハチョウ科 Nymphalidae 沖縄諸島
固有亜種 ヒメウラナミジャノメ Ypthima argus argus タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（国後島），北海道，利尻島，本州，伊豆（大島），佐

渡島，隠岐諸島，淡路島，四国，小豆島，九州，壱岐島，平
戸島，五島列島，天草群島，甑島，大隅諸島

固有種 マサキウラナミジャノメ Ypthima masakii タテハチョウ科 Nymphalidae 八重山列島
固有亜種 ウラナミジャノメ Ypthima multistriata niphonica タテハチョウ科 Nymphalidae 本州，淡路島，四国，小豆島，九州，壱岐島，平戸島，五島

列島，天草群島，種子島，屋久島
固有種 リュウキュウウラナミジャノメ Ypthima riukiuana タテハチョウ科 Nymphalidae 沖縄島，慶良間諸島
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固有種 ヤエヤマウラナミジャノメ Ypthima yayeyamana タテハチョウ科 Nymphalidae 石垣島，西表島
固有亜種 クモマベニヒカゲ Erebia ligea rishirizana タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道（石狩山地），利尻島
固有亜種 クモマベニヒカゲ Erebia ligea takanonis タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（中部地方の高山帯）
固有亜種 ベニヒカゲ Erebia neriene niphonica タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（東北〜中部地方の高山帯）
固有亜種 ダイセツタカネヒカゲ Oeneis melissa daisetsuzana タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道（大雪山系，日高山脈）
固有亜種 タカネヒカゲ Oeneis norna asamana タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（飛騨山脈）
固有亜種 タカネヒカゲ Oeneis norna sugitanii タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（南・北八ヶ岳）
固有亜種 シロオビヒメヒカゲ Coenonympha hero latifasciata タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（国後島），北海道（日高地方以北）
固有亜種 シロオビヒメヒカゲ Coenonympha hero neoperseis タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道（札幌市）
固有亜種 ヒメヒカゲ Coenonympha oedippus annulifer タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（長野県，群馬県）
固有亜種 ヒメヒカゲ Coenonympha oedippus arothius タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（長野県南部以西），小豆島
固有亜種 ツマジロウラジャノメ Lasiommata deidamia interrupta タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（東北〜近畿地方東部，紀伊半島），屋代島（山口県）
固有亜種 ツマジロウラジャノメ Lasiommata deidamia kampuzana タテハチョウ科 Nymphalidae 四国
固有亜種 ウラジャノメ Lopinga achine achinoides タテハチョウ科 Nymphalidae 本州
固有亜種 ウラジャノメ Lopinga achine jezoensis タテハチョウ科 Nymphalidae 千島（国後島），色丹島，北海道
固有亜種 ウラジャノメ Lopinga achine oniwakiensis タテハチョウ科 Nymphalidae 利尻島
固有亜種 クロヒカゲ Lethe diana mikuraensis タテハチョウ科 Nymphalidae 伊豆（御蔵島）
固有種 ヒカゲチョウ Lethe sicelis タテハチョウ科 Nymphalidae 本州，伊豆（大島），淡路島，四国，小豆島，九州
固有種 サトキマダラヒカゲ Neope goschkevitschii タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道，利尻島，奥尻島，本州，伊豆諸島，淡路島，四国，

小豆島，九州
固有亜種 ヤマキマダラヒカゲ Neope niphonica kiyosumiensis タテハチョウ科 Nymphalidae 本州（千葉県）
固有亜種 ヤマキマダラヒカゲ Neope niphonica marumoi タテハチョウ科 Nymphalidae 大隅（屋久島）
固有亜種 ヒメジャノメ Mycalesis gotama fulginia タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道（南部），奥尻島，本州，伊豆諸島，佐渡島，隠岐諸

島，淡路島，四国，小豆島，九州，対馬，壱岐島，平戸島，
五島列島，天草群島，甑島，種子島，屋久島

固有種 リュウキュウヒメジャノメ Mycalesis madjicosa タテハチョウ科 Nymphalidae 南西諸島
固有種・亜種 リュウキュウヒメジャノメ Mycalesis madjicosa amamiana タテハチョウ科 Nymphalidae 奄美群島，沖縄諸島，慶良間群島
固有種・亜種 リュウキュウヒメジャノメ Mycalesis madjicosa madjicosa タテハチョウ科 Nymphalidae 宮古島，八重山列島
固有亜種 クロコノマチョウ Melanitis phedima oitensis タテハチョウ科 Nymphalidae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，壱岐島，五島

列島，南西諸島
固有種 クロモンカギバ Callidrepana melanonota カギバガ科 Drepanidae 九州，南西諸島
固有種 アシベニカギバ Oreta pulchripes カギバガ科 Drepanidae 北海道，本州，伊豆大島，四国，九州，対馬
固有種 ウスベニトガリバ Monothyatira pryeri カギバガ科 Drepanidae 本州，四国，九州
固有種 ナカジロトガリバ Nemacerota suzukiana カギバガ科 Drepanidae 本州，四国，九州
固有種 ウスジロトガリバ Parapsestis albida カギバガ科 Drepanidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 サカハチトガリバ Kurama mirabilis カギバガ科 Drepanidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ムラサキトガリバ Epipsestis ornata カギバガ科 Drepanidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ナミスジトガリバ Mesopsestis undosa カギバガ科 Drepanidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 タケウチトガリバ Betapsestis umbrosa カギバガ科 Drepanidae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 アゲハモドキ Epicopeia hainesii hainesii アゲハモドキガ科 Epicopeiidae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 アゲハモドキ Epicopeia hainesii tsushimana アゲハモドキガ科 Epicopeiidae 対馬
固有種 ヒメクロホシフタオ Dysaethria illotata ツバメガ科 Uraniidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒメクロホシフタオ Dysaethria illotata ツバメガ科 Uraniidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ミナミクロホシフタオ Dysaethria meridiana ツバメガ科 Uraniidae 本州，四国，九州
固有種 ミナミクロホシフタオ Dysaethria meridiana ツバメガ科 Uraniidae 本州，四国，九州
固有亜種 アトキフタオ Warreniplema fumicosta islandica ツバメガ科 Uraniidae 小笠原諸島
固有亜種 スグリシロエダシャク Abraxas grossulariata conspurcata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国
固有種 スギタニシロエダシャク Abraxas flavisinuata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有亜種 キタマダラエダシャク Abraxas sylvata microtate シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ユウマダラエダシャク Abraxas miranda aesia シャクガ科 Geometridae 南西諸島
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固有種 ヒゲブトシロオビヒメエダシャク Lomaspilis mitsuii シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 キブサヒメエダシャク Ligdia ciliaria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 クロフヒメエダシャク Peratophyga grata grata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有亜種 ヤマトエダシャク Peratostega deletaria hypotaenia シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，種子島，屋久島，南西諸島
固有種 ホシスジシロエダシャク Myrteta punctata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 クロミスジシロエダシャク Myrteta angelica ryukyuensis シャクガ科 Geometridae 奄美大島，徳之島，沖縄島
固有種 クロミスジシロエダシャク [南西諸島亜種] Myrteta angelica シャクガ科 Geometridae 奄美大島，徳之島，沖縄島
固有種 フタオビシロエダシャク Lamprocabera candidaria シャクガ科 Geometridae 本州，四国
固有亜種 クロズウスキエダシャク Lomographa simplicior simplicior シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島，種子島
固有亜種 フタホシシロエダシャク Lomographa bimaculata subnotata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島，種子島
固有亜種 フタスジオエダシャク Rhynchobapta cervinaria bilineata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 マルバエダシャク Boninnadagara crinomorpha シャクガ科 Geometridae 小笠原諸島
固有亜種 ウスオビヒメエダシャク Euchristophia cumulata cumulata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ハグルマエダシャク Synegia hadassa yakushimensis シャクガ科 Geometridae 屋久島
固有亜種 アベリアハグルマエダシャク Synegia pallens pallens シャクガ科 Geometridae 屋久島
固有種 オオツカハグルマエダシャク Synegia ohtsukai シャクガ科 Geometridae 本州，九州
固有種 ダイセンハグルマエダシャク Synegia daisenensis シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 ウラキトガリエダシャク Hypephyra terrosa pryeraria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 ヒメアミメエダシャク Chiasmia clathrata albifenestra シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 キトビエダシャク Macaria brunneata sordida シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 フトスジオエダシャク Oxymacaria pryeri シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 トビカギバエダシャク Luxiaria amasa amasa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，伊豆大島，四国，九州，対馬，屋久島，南西

諸島
固有種 キトビカギバエダシャク Pseudonadagara semicolor シャクガ科 Geometridae 種子島，屋久島，南西諸島
固有種 カギバエダシャク Pseudonadagara hepatica シャクガ科 Geometridae 小笠原諸島
固有亜種 ダイセツタカネエダシャク Glacies coracina daisetsuzana シャクガ科 Geometridae 北海道
固有亜種 シロジマエダシャク Euryobeidia languidata yakushimensis シャクガ科 Geometridae 屋久島
固有種 ウスゴマダラエダシャク Metabraxas paucimaculata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国
固有亜種 キシタエダシャク Arichanna melanaria fraterna シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種・亜種 ヒョウモンエダシャク Arichanna gaschkevitchii deminuta シャクガ科 Geometridae 屋久島
固有種・亜種 ヒョウモンエダシャク Arichanna gaschkevitchii gaschkevitchii シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 コケエダシャク Alcis jubata melanonota シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 シロシタオビエダシャク Alcis picata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 イツスジエダシャク Alcis extinctaria moesta シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ウスバシロエダシャク Pseuderannis amplipennis シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 ネグロエダシャク Ramobia basifuscaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ババエダシャク Hesperumia babai シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 マダラシロエダシャク Hesperumia silvicola シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 マルバトビスジエダシャク Anaboarmia aechmeessa シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 フタキスジエダシャク Gigantalcis flavolinearia シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 クロクモエダシャク Apocleora rimosa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，屋久島，奄美

大島
固有亜種 キタルリモンエダシャク Cleora cinctaria superfumata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 アマミシロテンエダシャク Cleora amamiensis シャクガ科 Geometridae 南西諸島
固有種 ヤクシマフトスジエダシャク Cleora minutaria シャクガ科 Geometridae 本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，種子島，屋久島，南西

諸島
固有種 オガサワラフトスジエダシャク Cleora ogasawarensis シャクガ科 Geometridae 小笠原諸島
固有亜種 ヨモギエダシャク Ascotis selenaria cretacea シャクガ科 Geometridae 本州，伊豆諸島新島，小笠原諸島，四国，九州，対馬，種子

島，屋久島，奄美大島
固有亜種 ヨモギエダシャク Ascotis selenaria ijimai シャクガ科 Geometridae 北海道
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固有種 スギノキエダシャク Ectropis sp. of Sato, 2011 シャクガ科 Geometridae 本州，四国，屋久島
固有亜種 ハミスジエダシャク Hypomecis roboraria displicens シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ナカシロオビエダシャク Hypomecis definita シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 ウスバミスジエダシャク Hypomecis punctinalis conferenda シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，伊豆大島，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 アマミミスジエダシャク Hypomecis yuwanina シャクガ科 Geometridae 奄美大島，徳之島
固有種 ヒメミスジエダシャク Hypomecis kuriligena シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 ソトシロオビエダシャク Calicha ornataria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 クロオオモンエダシャク Microcalicha fumosaria fumosaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 シタクモエダシャク Microcalicha sordida シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 ヒロバウスアオエダシャク Paradarisa chloauges kurosawai シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 ウスチャトビモンエダシャク Psilalcis breta postmaculata シャクガ科 Geometridae 九州，種子島，屋久島
固有種 マエモンキエダシャク Heterarmia costipunctaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州
固有亜種 ナミガタエダシャク Heterarmia charon charon シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ニセオレクギエダシャク Protoboarmia faustinata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ウスグロナミエダシャク Phanerothyris sinearia noctivolans シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 キバネトビスジエダシャク Myrioblephara cilicornaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，九州
固有亜種 シロモンキエダシャク Parectropis similaria japonica シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 コケヒメエダシャク Dischidesia kurokoi シャクガ科 Geometridae 四国，九州
固有亜種 コウノエダシャク Elophos vittaria kononis シャクガ科 Geometridae 北海道
固有亜種 チャノウンモンエダシャク Jankowskia fuscaria naitoi シャクガ科 Geometridae 奄美大島，沖縄島
固有亜種 トビネオオエダシャク Phthonosema invenustaria invenustaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 シロスジオオエダシャク Xandrames latiferaria recondita シャクガ科 Geometridae 石垣島，西表島
固有種 ユワンオオエダシャク Amblychia yuwanina シャクガ科 Geometridae 奄美大島
固有種 コツマキウスグロエダシャク Scionomia parasinuosa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒロバフユエダシャク Larerannis miracula シャクガ科 Geometridae 本州，九州
固有種 ナカジマフユエダシャク Larerannis nakajimai シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 オオチャバネフユエダシャク Erannis gigantea シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国
固有種 チャオビフユエダシャク Phigaliohybernia fulvinfula シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 ウスシモフリトゲエダシャク Phigalia djakonovi シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 アシズリエダシャク Megabiston ashizuriensis シャクガ科 Geometridae 四国，九州，屋久島，奄美大島，徳之島，沖縄島
固有亜種 チャオビトビモンエダシャク Biston strataria hasegawai シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 トビモンオオエダシャク Biston robustum ryukyuense シャクガ科 Geometridae 南西諸島
固有種 ウスズミエダシャク Lassaba fuliginosa シャクガ科 Geometridae 奄美大島，徳之島，沖縄島
固有種 ナンカイキイロエダシャク Doratoptera amabilis シャクガ科 Geometridae 四国，九州，種子島，屋久島，奄美大島，沖縄島
固有亜種 スモモエダシャク Angerona prunaria turbata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国
固有種 ミヤタツマトビキエダシャク Bizia akiramiyatai シャクガ科 Geometridae 九州
固有種 ハスオビカバエダシャク Pseudaspilates obliquizona シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 クロモンキリバエダシャク Psyra bluethgeni シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 ミスジキリバエダシャク Psyra boarmiata subcuneata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国
固有種 シロモンクロエダシャク Proteostrenia leda シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 モンキクロエダシャク Proteostrenia pica シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 マエキトビエダシャク Nothomiza formosa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ウスグロノコバエダシャク Odontopera bidentata harutai シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国
固有亜種 エグリヅマエダシャク Odontopera arida melancholica シャクガ科 Geometridae 伊豆諸島
固有種 オガサワラエグリヅマエダシャク Odontopera ogasawarensis シャクガ科 Geometridae 小笠原（母島）
固有種 タンチャメノコメエダシャク Acrodontis tanchame シャクガ科 Geometridae 奄美大島，徳之島，沖縄島
固有種 マダラノコメエダシャク Acrodontis yazakii シャクガ科 Geometridae 奄美大島，沖縄島
固有種 コガタツマキリエダシャク Xerodes sordidata シャクガ科 Geometridae 南西諸島
固有亜種 テンモンチビエダシャク Ocoelophora lentiginosaria lentiginosaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ウスムラサキエダシャク Selenia adustaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
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固有亜種 コガタイチモジエダシャク Agaraeus parva distans シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ナシモンエダシャク Garaeus mirandus minimus シャクガ科 Geometridae 対馬
固有亜種 ナシモンエダシャク Garaeus mirandus mirandus シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 ナシモンエダシャク Garaeus mirandus mirificus シャクガ科 Geometridae 北海道
固有亜種 ツマキリエダシャク Endropiodes abjecta abjecta シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 ツツジツマキリエダシャク Endropiodes circumflexa シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 コナフキエダシャク Plagodis pulveraria japonica シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 コナフキエダシャク Plagodis pulveraria jezoensis シャクガ科 Geometridae 北海道
固有亜種 コナフキエダシャク Plagodis pulveraria montana シャクガ科 Geometridae 本州高山帯
固有亜種 リョクモンエダシャク Celenna festivaria manifesta シャクガ科 Geometridae 種子島，屋久島，奄美大島，南西諸島
固有種 フタマエホシエダシャク Achrosis paupera シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ベニスジエダシャク Heterolocha stulta シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ウラモントガリエダシャク Hypoxystis mandli uniformis シャクガ科 Geometridae 北海道
固有種 フトスジツバメエダシャク Ourapteryx japonica シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ウスキツバメエダシャク Ourapteryx nivea シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，種子島，屋久

島，南西諸島
固有種 ノムラツバメエダシャク Ourapteryx nomurai シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 コガタツバメエダシャク Ourapteryx obtusicauda シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ユキムカエフユシャク Alsophila inouei シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 サクフウフユシャク Alsophila yanagitai シャクガ科 Geometridae 九州
固有種 クロバネフユシャク Alsophila foedata シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 スジモンフユシャク Alsophiloides acroama シャクガ科 Geometridae 本州，九州
固有種 ヤマウスバフユシャク Inurois nikkoensis シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 シュゼンジフユシャク Inurois kobayashii シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 アカウスバフユシャク Inurois minutulus シャクガ科 Geometridae 伊豆諸島
固有種 フタスジフユシャク Inurois asahinai シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 クジュウフユシャク Inurois kyushuensis シャクガ科 Geometridae 九州
固有種 エグリトガリシャク Ozola japonica シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 アシブトチズモンアオシャク Agathia visenda suzukii シャクガ科 Geometridae 伊豆諸島八丈島
固有亜種 マダラチズモンアオシャク Agathia lycaenaria chizumon シャクガ科 Geometridae 四国南部，九州，種子島，屋久島，奄美大島，徳之島
固有亜種 マダラチズモンアオシャク Agathia lycaenaria reducta シャクガ科 Geometridae 伊豆諸島
固有亜種 マダラチズモンアオシャク Agathia lycaenaria samuelsoni シャクガ科 Geometridae 沖縄島，石垣島，西表島
固有亜種 マダラチズモンアオシャク Agathia lycaenaria subreducta シャクガ科 Geometridae 九州
固有種 オガサワラチズモンアオシャク Agathia ichnospora シャクガ科 Geometridae 小笠原諸島
固有亜種 アトヘリアオシャク Aracima muscosa muscosa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ヒメカギバアオシャク Mixochlora vittata prasina シャクガ科 Geometridae 本州，伊豆大島，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 オオシロオビアオシャク Geometra papilionaria subrigua シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 チビサザナミシロアオシャク Pelagodes ogasawarensis シャクガ科 Geometridae 小笠原諸島
固有種 ヒメナミガタアオシャク Jodis placida シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 ウスキヒメアオシャク Jodis urosticta シャクガ科 Geometridae 本州，伊豆諸島，四国，九州，屋久島
固有種 スカシヒメアオシャク Jodis amamiensis シャクガ科 Geometridae 本州，四国，奄美大島，徳之島，沖縄島
固有種 ズグロツバメアオシャク Maxates fuscofrons シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，奄美大島
固有亜種 サキシマツバメアオシャク Maxates versicauda microptera シャクガ科 Geometridae 南西諸島
固有亜種 スジツバメアオシャク Aoshakuna lucia lucia シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国
固有種 ハラアカヒメアオシャク Hemithea stictochila シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 ヒメアオシャク Idiochlora takahashii シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 アマミヨツモンアオシャク Comibaena insulana シャクガ科 Geometridae 奄美大島，沖縄島
固有亜種 コヨツメアオシャク Comostola subtiliaria insulata シャクガ科 Geometridae 伊豆諸島
固有亜種 コヨツメアオシャク Comostola subtiliaria kawazoei シャクガ科 Geometridae 南西諸島
固有亜種 コヨツメアオシャク Comostola subtiliaria nympha シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島，トカラ列島
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固有種 アカホシヒメアオシャク Comostola rubripunctata シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，屋久島，奄美大島，沖縄島，宮古

島
固有種 シロモンアオヒメシャク Dithecodes erasa シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 サキシマベニスジヒメシャク Timandra sakishimensis シャクガ科 Geometridae 沖縄島，石垣島
固有亜種 ウンモンオオシロヒメシャク Somatina indicataria morosa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 コヒメシャク Scopula virgulata albicans シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 マエキヒメシャク Scopula nigropunctata imbella シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬
固有亜種 マエキヒメシャク Scopula nigropunctata subimbella シャクガ科 Geometridae 北海道
固有種 タカオシロヒメシャク Scopula takao シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 スミレシロヒメシャク Scopula umbelaria majoraria シャクガ科 Geometridae 本州，九州
固有種 サカハチヒメシャク Scopula hanna シャクガ科 Geometridae 本州，伊豆諸島，九州，沖永良部島
固有種 チビシロヒメシャク Scopula kawabei シャクガ科 Geometridae 本州，石垣島，西表島
固有亜種 ハイイロヒメシャク Scopula impersonata macescens シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，種子島
固有亜種 ハスジトガリヒメシャク Scopula ichinosawana honshuensis シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 フチグロシロヒメシャク Scopula ornata subornata シャクガ科 Geometridae 本州，九州
固有種 オオクロテンヒメシャク Scopula praesignipuncta シャクガ科 Geometridae 沖縄島
固有亜種 サツマヒメシャク Scopula satsumaria satsumaria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，屋久島，奄美大島，沖縄島，西表

島
固有種 キスジシロヒメシャク Scopula asthena シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 シベチャシロヒメシャク Scopula supernivearia シャクガ科 Geometridae 北海道
固有種 マルバヒメシャク Scopula duplinupta シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 ヤスジマルバヒメシャク Scopula floslactata claudata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 アメイロヒメシャク Scopula tenuisocius シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 サザナミシロヒメシャク Scopula nupta シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 ウスウラナミヒメシャク Scopula longicerata シャクガ科 Geometridae 本州，九州
固有種 ウスサカハチヒメシャク Scopula semignobilis シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 ミチノクヒメシャク Scopula michinoku シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 クリームヒメシャク Scopula gilva シャクガ科 Geometridae 本州，九州，屋久島，奄美大島
固有種 ギンバネヒメシャク Scopula epiorrhoe シャクガ科 Geometridae 本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，種子島，屋久島，南西

諸島
固有種 シモフリシロヒメシャク Scopula coniaria シャクガ科 Geometridae 九州，屋久島，南西諸島
固有種 オキナワトガリヒメシャク Scopula anisopleura シャクガ科 Geometridae 沖縄島
固有種 マエベニヒメシャク Idaea obliteraria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，種子島，屋久島
固有種 コフチベニヒメシャク Idaea okinawensis シャクガ科 Geometridae 沖縄島
固有種 ホソスジキヒメシャク Idaea remissa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 オオウスモンキヒメシャク Idaea imbecilla シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 オイワケヒメシャク Idaea invalida faceta シャクガ科 Geometridae 伊豆諸島
固有種 チビキヒメシャク Idaea neovalida シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，屋久島，南西諸島
固有種 サキシマキヒメシャク Idaea contravalida シャクガ科 Geometridae 南西諸島
固有種 クロモンチビヒメシャク Idaea crassipuncta シャクガ科 Geometridae 本州，南西諸島
固有種 ツシマキヒメシャク Idaea paravalida シャクガ科 Geometridae 対馬
固有種 タナカヒメシャク Idaea tanakai シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 エゾキヒメシャク Idaea aversata japonica シャクガ科 Geometridae 北海道，利尻島
固有種 アトベニヒメシャク Idaea postrubra シャクガ科 Geometridae 西表島
固有種・亜種 ツマアカナミシャク Aplocera perelegans kurilata シャクガ科 Geometridae 北海道
固有種・亜種 ツマアカナミシャク Aplocera perelegans perelegans シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 シロオビコバネナミシャク Neopachrophilla albida シャクガ科 Geometridae 本州，四国
固有亜種 ハネナガコバネナミシャク Trichopteryx polycommata anna シャクガ科 Geometridae 北海道
固有種 ハイイロコバネナミシャク Trichopteryx ignorata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒメシタコバネナミシャク Trichopteryx microloba シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬
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固有種 クロシタコバネナミシャク Trichopteryx misera シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 チャマダラコバネナミシャク Trichopteryx nagaii シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 ウスオビコバネナミシャク Trichopteryx incerta シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 ウスミドリコバネナミシャク Trichopteryx miracula シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ホソクロオビシロナミシャク Trichopteryx auricilla シャクガ科 Geometridae 本州，四国
固有種 アカモンナミシャク Trichopterigia costipunctaria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 シロシタヒメナミシャク Lobophora halterata ijimai シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 クロフシロナミシャク Otoplecta frigida シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ゴマダラシロナミシャク Naxidia maculata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒメゴマダラシロナミシャク Naxidia semiobscura シャクガ科 Geometridae 九州
固有種 ヒロバトガリナミシャク Carige irrorata シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 ウスキクロスジナミシャク Carige obsoleta シャクガ科 Geometridae 沖縄島
固有亜種 シラフシロオビナミシャク Trichodezia kindermanni latifaciaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州
固有亜種 シロホソオビクロナミシャク Baptria tibiale aterrima シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 ウスクモナミシャク Heterophleps fusca amamiensis シャクガ科 Geometridae 奄美大島
固有亜種 ウスクモナミシャク Heterophleps fusca fusca シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 サキシマウスクモナミシャク Heterophleps endoi シャクガ科 Geometridae 西表島
固有種 ミツボシナミシャク Heterophleps pallescens シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 コウスグモナミシャク Heterophleps confusa confusa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 チャホシホソバナミシャク Brabira kasaii シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 ヒゲブトナミシャク Sauris nanaria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 マダラヒゲブトナミシャク Episteira eupena シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，種子島，屋久島，奄美大島，沖縄島
固有亜種 クロモンミヤマナミシャク Xanthorhoe fluctuata malleola シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 キアシシロナミシャク Xanthorhoe abraxina abraxina シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 ヨスジナミシャク Xanthorhoe quadrifasciata ignobilis シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 キタミナミシャク Xanthorhoe separata シャクガ科 Geometridae 北海道
固有種 アカマダラシマナミシャク Xanthorhoe dentipostmediana シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 ハングロナミシャク Xanthorhoe semilactescens シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 ナカシロスジナミシャク Xanthorhoe biriviata angularia シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ナカクロオビナミシャク Xanthorhoe purpureofascia シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 シラナミナミシャク Glaucorhoe unduliferaria unduliferaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 ハチノジクロナミシャク Pseudobaptria corydalaria japonica シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 ニッコウナミシャク Amoebotricha grataria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 キンオビナミシャク Electrophaes corylata granitalis シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒメキンオビナミシャク Electrophaes recens シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ヒトスジシロナミシャク Epirrhoe hastulata echigoensis シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 フタシロスジナミシャク Epirrhoe supergressa supergressa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有亜種 サザナミナミシャク Entephria caesiata nebulosa シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 ヤナギナミシャク Hydriomena furcata nexifasciata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 ヒロオビナミシャク Hydriomena impluviata insulata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 マエモンオオナミシャク Triphosa sericata sericata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有亜種 シロモンオオナミシャク Rheumaptera albiplaga latiplaga シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 オイワケヤエナミシャク Rheumaptera latifasciaria シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 エゾヤエナミシャク Philereme corrugata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，九州
固有種 オオネグロウスベニナミシャク Photoscotosia lucicolens シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有亜種 テンヅマナミシャク Telenomeuta punctimarginaria punctimarginata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 オオナミシャク Gandaritis maculata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 キベリシロナミシャク Gandaritis placida シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有亜種 ツマキシロナミシャク Gandaritis whitelyi whitelyi シャクガ科 Geometridae 北海道
固有亜種 キガシラオオナミシャク Gandaritis agnes agnes シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
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固有種 フトシロオビナミシャク Callabraxas tokunoshimaensis シャクガ科 Geometridae 奄美大島，徳之島
固有亜種 キジマソトグロナミシャク Eulithis pyropata elegans シャクガ科 Geometridae 北海道
固有亜種 キジマソトグロナミシャク Eulithis pyropata sugitanii シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 ハガタナミシャク Eustroma melancholica melancholica シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，屋久島，奄美大島
固有亜種 ホソスジナミシャク Lobogonodes complicata complicata シャクガ科 Geometridae 本州，伊豆諸島，四国，九州，屋久島
固有種 キホソスジナミシャク Lobogonodes erectaria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 キスジビロードナミシャク Sibatania arizana fluctigera シャクガ科 Geometridae 沖縄島，石垣島，西表島
固有亜種 トビモンシロナミシャク Plemyria rubiginata japonica シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ウチジロナミシャク Dysstroma truncata fusconebulosa シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 ウスキナカジロナミシャク Dysstroma infuscata euglauca シャクガ科 Geometridae 本州
固有亜種 ウスキナカジロナミシャク Dysstroma infuscata subglauca シャクガ科 Geometridae 北海道
固有亜種 アルプスナカジロナミシャク Dysstroma pseudimmanata splendida シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 シロマダラナミシャク Dysstroma albicoma シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 ミヤマクロオビナミシャク Praethera anomala シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 ウスクロオビナミシャク Pennithera abolla シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有亜種 ソウウンクロオビナミシャク Heterothera taigana soukeana シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 ミヤマフユナミシャク Operophtera nana シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 ヒメクロオビフユナミシャク Operophtera crispifascia シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，九州
固有種 ミドリアキナミシャク Epirrita viridipurpurescens シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 ナカオビアキナミシャク Nothoporinia mediolineata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有亜種 トビスジトガリナミシャク Zola terranea terranea シャクガ科 Geometridae 本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬
固有亜種 クロスジカバイロナミシャク Venusia laria ilara シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 マエモンハイイロナミシャク Venusia semistrigata expressa シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 フタモンコナミシャク Venusia megaspilata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州
固有種 マンサクシロナミシャク Asthena hamadryas シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，九州
固有種 フタマタシロナミシャク Asthena ochrifasciaria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬
固有種 フタオモドキナミシャク Macrohastina azela シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有亜種 マエチャナミシャク Acolutha pictaria shirozui シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，種子島，屋久島，南西諸島
固有亜種 アカモンコナミシャク Palpoctenidia phoenicosoma semilauta シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，伊豆大島，四国，九州
固有種 ミヤマチビナミシャク Perizoma japonica シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 マエナミカバナミシャク Eupithecia niphonaria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，屋久島，奄美大島，沖縄島，西表

島
固有種 ヒコサンカバナミシャク Eupithecia antivulgaria シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，奄美大島
固有種 ソトカバナミシャク Eupithecia signigera シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 ナガイカバナミシャク Eupithecia nagaii シャクガ科 Geometridae 本州，四国，屋久島
固有種 アキカバナミシャク Eupithecia subfumosa シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 オオモンカバナミシャク Eupithecia okadai シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬
固有亜種 ヤスジカバナミシャク Eupithecia mandschurica japonica シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，九州
固有亜種 ウストビナミシャク Eupithecia amplexata pryeraria シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 アルプスカバナミシャク Eupithecia veratraria perpaupera シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有亜種 シタジロカバナミシャク Eupithecia conterminata idiopusillata シャクガ科 Geometridae 本州
固有種 ミスジカバナミシャク Eupithecia neosatyrata シャクガ科 Geometridae 四国
固有種 カラスナミシャク Eupithecia caliginea シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 ジンボカバナミシャク Eupithecia jinboi シャクガ科 Geometridae 本州，四国
固有亜種 オビカバナミシャク Eupithecia selinata fusei シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 スジグロカバナミシャク Eupithecia supercastigata シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬
固有亜種 ウラモンカバナミシャク Eupithecia actaeata praenubilata シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，九州
固有種 ハネナガカバナミシャク Eupithecia takao シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 クロスジカバナミシャク Eupithecia ancillata シャクガ科 Geometridae 対馬
固有亜種 アザミカバナミシャク Eupithecia virgaureata invisa シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島，沖縄島
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固有種 マダラカバスジナミシャク Eupithecia tantilloides シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 シコクカバナミシャク Eupithecia shikokuensis シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 ムネシロテンカバナミシャク Eupithecia maenamiella シャクガ科 Geometridae 北海道，本州
固有種 ヤクシマカバナミシャク Eupithecia yakushimensis シャクガ科 Geometridae 九州，屋久島
固有種 イシガキチビナミシャク Eriopithex ishigakiensis シャクガ科 Geometridae 沖縄島，石垣島，西表島，小浜島
固有種 クニガミチビナミシャク Eriopithex lanaris シャクガ科 Geometridae 沖縄島
固有種 ケブカチビナミシャク Gymnoscelis esakii シャクガ科 Geometridae 北海道，本州，伊豆諸島，小笠原諸島，四国，九州，対馬，

屋久島，奄美大島，沖縄島
固有種 ユリカチビナミシャク Gymnoscelis yurikae シャクガ科 Geometridae 沖縄島，石垣島
固有種 オガサワラチビナミシャク Gymnoscelis boninensis シャクガ科 Geometridae 小笠原諸島
固有種 ウラジロチビナミシャク Gymnoscelis montgomeryi シャクガ科 Geometridae 小笠原諸島
固有種 ウラグロチビナミシャク Gymnoscelis melaninfra シャクガ科 Geometridae 小笠原諸島（母島）
固有種 クロテンアオナミシャク Glaucoclystis azumai シャクガ科 Geometridae 南西諸島
固有種 クロスジチビナミシャク Glaucoclystis tominagai シャクガ科 Geometridae 西表島
固有種 アマミアオナミシャク Chloroclystis neoconversa シャクガ科 Geometridae 対馬，屋久島，奄美大島，沖縄島
固有種 チビアオナミシャク Pasiphila kumakurai シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州
固有種 マダラアオナミシャク Pasiphila hypopyrrha シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 クロテンサビイロナミシャク Pseudocollix kawamurai シャクガ科 Geometridae 本州，四国
固有亜種 ナカジロナミシャク Melanthia procellata inquinata シャクガ科 Geometridae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有亜種 ワタナベカレハ Gastropacha clathrata watanabei カレハガ科 Lasiocampidae 北海道，本州，四国，九州，沖縄島
固有亜種 タカムクカレハ Cosmotriche lobulina pinivora カレハガ科 Lasiocampidae 北海道
固有亜種 タカムクカレハ Cosmotriche lobulina takamukui カレハガ科 Lasiocampidae 本州
固有亜種 タケカレハ Euthrix albomaculata derecta カレハガ科 Lasiocampidae 北海道，本州，四国，九州
固有亜種 ギンモンカレハ Somadasys brevivenis yakushimensis カレハガ科 Lasiocampidae 屋久島
固有亜種 リンゴカレハ Odonestis pruni japonensis カレハガ科 Lasiocampidae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 オキナワマツカレハ Dendrolimus okinawanus カレハガ科 Lasiocampidae 南西諸島
固有種 イワサキカレハ Kunugia iwasakii カレハガ科 Lasiocampidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ミヤケカレハ Takanea miyakei カレハガ科 Lasiocampidae 北海道，本州
固有種 オオミヤケカレハ Takanea excisa カレハガ科 Lasiocampidae 本州，四国，九州
固有種 ウスズミカレハ Poecilocampa tamanukii カレハガ科 Lasiocampidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 オビガ Apha aequalis オビガ科 Eupterotidae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 オオクワゴモドキ Oberthueria falcigera カイコガ科 Bombycidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 カギバモドキ Pseudandraca gracilis カイコガ科 Bombycidae 本州，四国，九州
固有種 スカシサン Prismosticta hyalinata カイコガ科 Bombycidae 本州，四国，九州
固有種 ハグルマヤママユ Loepa sakaei ヤママユガ科 Saturniidae 奄美大島，徳之島，沖縄島
固有種 イボタガ Brahmaea japonica イボタガ科 Brahmaeidae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 コエビガラスズメ Sphinx constricta スズメガ科 Sphingidae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 オビグロスズメ Sphinx crassistriga スズメガ科 Sphingidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 クロテンケンモンスズメ Kentrochrysalis consimilis スズメガ科 Sphingidae 本州，四国，九州
固有種 コウチスズメ Smerinthus tokyonis スズメガ科 Sphingidae 本州，四国，九州
固有種 リュウキュウオオスカシバ Cephonodes xanthus スズメガ科 Sphingidae 南西諸島
固有種 ミスジビロードスズメ Rhagastis trilineata スズメガ科 Sphingidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 エゾエグリシャチホコ Ptilodon jezoensis シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 クロエグリシャチホコ Ptilodon okanoi シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 クロスジシャチホコ Lophocosma sarantuja シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 アカシャチホコ Gangaridopsis citrina シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，九州
固有種 ホッカイエグリシャチホコ Odontosia walakui シャチホコガ科 Notodontidae 北海道
固有種 コクシエグリシャチホコ Odontosia marumoi シャチホコガ科 Notodontidae 本州
固有種 アオバシャチホコ Zaranga permagna シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬
固有種 エゾギンモンシャチホコ Spatalia jezoensis シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，四国，九州
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固有種 クレナイハガタシャチホコ Hagapteryx satomiae シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国
固有種 ナカスジシャチホコ Nerice bipartita シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，国後島，色丹島，本州，四国
固有種 マエジロシャチホコ Notodonta albicosta シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ニッコウシャチホコ Shachia circumscripta シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，佐渡島，四国，九州
固有種 シロシャチホコ Cnethodonta japonica シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 ゴマダラシャチホコ Palaeostauropus obliteratus シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 フタジマネグロシャチホコ Neodrymonia delia シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，佐渡島，四国，九州
固有種 トリゲキシャチホコ Torigea plumosa シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 コトビモンシャチホコ Drymonia japonica シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 ノヒラトビモンシャチホコ Drymonia basalis シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 タカムクシャチホコ Takadonta takamukui シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 ミナミノクロシャチホコ Hiradonta ohashii シャチホコガ科 Notodontidae 奄美大島，沖永良部島，沖縄島
固有種 ウグイスシャチホコ Pheosiopsis olivacea シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 マルモンシャチホコ Peridea rotundata シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 アマギシャチホコ Eriodonta amagisana シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 ブナアオシャチホコ Syntypistis punctatella シャチホコガ科 Notodontidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 アオシャチホコ Syntypistis japonica シャチホコガ科 Notodontidae 本州，四国，九州
固有種 アマミアオシャチホコ Syntypistis amamiensis シャチホコガ科 Notodontidae 奄美大島，徳之島
固有種 ヤクシマドクガ Orgyia triangularis ドクガ科 Lymantriidae 本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，屋久島，南西諸島
固有種 クニガミスゲドクガ Laelia kunigamiensis ドクガ科 Lymantriidae 南西諸島
固有種 スゲオオドクガ Laelia gigantea ドクガ科 Lymantriidae 本州，四国，九州
固有種 ミヤノスゲドクガ Laelia miyanoi ドクガ科 Lymantriidae 本州
固有種 ヒメシロドクガ Arctornis chichibense ドクガ科 Lymantriidae 北海道，本州，四国，九州
固有種・亜種 ミノオマイマイ Lymantria minomonis minomonis ドクガ科 Lymantriidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種・亜種 ミノオマイマイ Lymantria minomonis okinawaensis ドクガ科 Lymantriidae 徳之島，沖縄島
固有種 バンタイマイマイ Lymantria bantaizana ドクガ科 Lymantriidae 本州，四国
固有種 ハラアカマイマイ Lymantria fumida ドクガ科 Lymantriidae 本州，四国，九州
固有種・亜種 サカグチキドクガ Artaxa sakaguchii mizusawai ドクガ科 Lymantriidae 西表島
固有種・亜種 サカグチキドクガ Artaxa sakaguchii sakaguchii ドクガ科 Lymantriidae 本州，九州，屋久島，奄美大島，徳之島，沖縄島
固有種 トカラホソバ Pelosia tokaraensis ヒトリガ科 Arctiidae トカラ列島
固有種 ミヤマキベリホソバ Eilema okanoi ヒトリガ科 Arctiidae 北海道，本州
固有種 ヒメキマエホソバ Eilema gina ヒトリガ科 Arctiidae 北海道，本州
固有種 シロホソバ Eilema degenerella ヒトリガ科 Arctiidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒメツマキホソバ Eilema minor ヒトリガ科 Arctiidae 本州，対馬
固有種 オキナワキホソバ Eilema hiroshiinouei ヒトリガ科 Arctiidae 沖縄島
固有種 リュウキュウムジホソバ Danielithosia pallens ヒトリガ科 Arctiidae 沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ウンナンヨツボシホソバ Lithosia yuennanensis ヒトリガ科 Arctiidae 本州
固有種 アカスジシロコケガ [八重山亜種] Cyana hamata ヒトリガ科 Arctiidae 西表島，石垣島
固有種 ヒトテンアカスジコケガ Cyana unipunctata ヒトリガ科 Arctiidae 九州，屋久島，南西諸島
固有種 ウスクロスジチビコケガ Stictane obscura ヒトリガ科 Arctiidae 本州，四国，対馬
固有種 ウスグロコケガ Siccia obscura ヒトリガ科 Arctiidae 北海道，本州，四国，屋久島
固有種 シロオビクロコケガ Siccia minuta ヒトリガ科 Arctiidae 本州，四国，九州，沖縄島
固有種 キムラコケガ Siccia kimurai ヒトリガ科 Arctiidae 徳之島，沖縄島
固有種 クロテンシロコケガ Aemene fukudai ヒトリガ科 Arctiidae 本州，四国
固有種 マエベニコケガ Nipponasura sanguinea ヒトリガ科 Arctiidae 石垣島，西表島，与那国島
固有種 ウスバチビコケガ Nudaria unifascia ヒトリガ科 Arctiidae 九州，屋久島，口永良部島，沖縄島
固有種 サキシマベニコケガ Barsine expressa ヒトリガ科 Arctiidae 石垣島，西表島，与那国島
固有種 ハガタキコケガ Miltochrista calamina ヒトリガ科 Arctiidae 北海道，本州，四国，九州，対馬，種子島，屋久島
固有種 オキナワモンシロモドキ Pitasila okinawensis ヒトリガ科 Arctiidae 南西諸島
固有種 フトスジモンヒトリ Spilarctia obliquizonata ヒトリガ科 Arctiidae 北海道，本州，四国，九州
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固有種 クロフシロヒトリ Eospilarctia lewisii ヒトリガ科 Arctiidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 カクモンヒトリ Lemyra inaequalis ヒトリガ科 Arctiidae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島，奄美大島，沖縄

島
固有種 ヤエヤマキテンアツバモドキ Parachrostia sugii アツバモドキガ科 Micronoctuidae 石垣島，西表島
固有種 アマミキテンアツバモドキ Parachrostia kishidai アツバモドキガ科 Micronoctuidae 奄美大島
固有種 オキナワキテンアツバモドキ Parachrostia owadai アツバモドキガ科 Micronoctuidae 沖縄島，伊平屋島
固有種 ヒメキテンアツバモドキ Anellus edai アツバモドキガ科 Micronoctuidae 石垣島，西表島
固有種 ミヤノシロコブガ Nola miyanoi コブガ科 Nolidae 本州
固有種 ウスカバスジコブガ Nola ebatoi コブガ科 Nolidae 本州，四国，九州
固有種 ヤクシマヒメコブガ Nola semiconfusa コブガ科 Nolidae 屋久島
固有種 ソデグロコブガ Nola infranigra コブガ科 Nolidae 対馬，屋久島，南西諸島
固有種 クロバネコブガ Nola funesta コブガ科 Nolidae 本州
固有種 チョウカイシロコブガ Nola umetsui コブガ科 Nolidae 本州
固有種 メヒルギコブガ Nola furumii コブガ科 Nolidae 沖縄島，西表島
固有種 オヒルギコブガ Nola angustipennis コブガ科 Nolidae 西表島
固有種 ヒラノコブガ Nola hiranoi コブガ科 Nolidae 本州
固有種 フタモンコブガ Nola exumbrata コブガ科 Nolidae 本州，四国，九州，屋久島，南西諸島
固有種 ソトグロコブガ Nola okanoi コブガ科 Nolidae 本州，佐渡島
固有種 シタジロコブガ Nola infralba コブガ科 Nolidae 本州，伊豆諸島，小笠原諸島，四国，南西諸島
固有種 ミチノクコブガ Nola michinoku コブガ科 Nolidae 本州
固有種 カズナリコブガ Nola kazunarii コブガ科 Nolidae 沖縄島
固有種 コギコブガ Nola kogii コブガ科 Nolidae 北海道
固有種 シロフチビコブガ Manoba microphasma コブガ科 Nolidae 本州，佐渡島，四国，九州，沖縄島
固有種 ニセオオコブガ Meganola protogigas コブガ科 Nolidae 本州，四国，対馬
固有種 トウホクチビコブガ Meganola basisignata コブガ科 Nolidae 本州
固有種 オオマエモンコブガ Hampsonola gigantoides コブガ科 Nolidae 本州
固有種 ツマモンコブガ Casminola pulchella コブガ科 Nolidae 北海道，本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，屋久島，沖縄

島，西表島
固有種 マエシロモンキノカワガ Nycteola costalis コブガ科 Nolidae 本州，四国，九州，屋久島，奄美大島，西表島
固有種 クロテンキノカワガ Nycteola dufayi コブガ科 Nolidae 本州，四国，九州
固有種 カバイロリンガ Hypocarea conspicua コブガ科 Nolidae 本州，四国，九州
固有種 アオフクロキノカワガ Labanda akioseinoi コブガ科 Nolidae 石垣島，西表島
固有種 ヤエヤマクロオビリンガ Gelastocera motoyukiseinoi コブガ科 Nolidae 西表島
固有種 クロモンオビリンガ Gelastocera rubicundula コブガ科 Nolidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 オオベニモンアオリンガ Earias roseoviridis コブガ科 Nolidae 南西諸島
固有種 モモブトアオリンガ Earias dilatifemur コブガ科 Nolidae 南西諸島
固有種 ネジロキノカワガ Negritothripa hampsoni コブガ科 Nolidae 本州，四国，対馬
固有種 オオテンクロアツバ Rivula sugii ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 フタテンアツバ Rivula inconspicua ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 アトジロフタテンアツバ Rivula yoshimotoi ヤガ科 Noctuidae 屋久島，沖縄島，八重山諸島
固有種 シラフアカガネアツバ Rivula albipunctata ヤガ科 Noctuidae 奄美大島，沖縄島
固有種 トビイロフタテンアツバ Rivula errabunda ヤガ科 Noctuidae 本州，九州，対馬
固有種 ナミグルマアツバ Anatatha lignea ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 ヨツモンムラサキアツバ Diomea discisigna ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島，沖縄島，石垣島，西表島
固有種 ナカオビムラサキアツバ Diomea yanagitai ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 ソトキイロアツバ Oglasa bifidalis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 マノアツバ Goniocraspedon manoi ヤガ科 Noctuidae 与那国島
固有種 シマアツバ Hepatica linealis ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 ヤエヤマシマアツバ Hepatica seinoi ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 ムスジアツバ Loxioda parva ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
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固有種 チビクロアツバ Chibidokuga hypenodes ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州，対馬，屋久島，奄美大島，沖縄

島
固有種 チビトガリアツバ Hypenomorpha falcipennis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 ウラモンチビアツバ Micreremites pyraloides ヤガ科 Noctuidae 本州，対馬
固有種 ウスクモチビアツバ Micreremites japonica ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ニセウスクモチビアツバ Micreremites pallens ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
固有種 コウスクモチビアツバ Micreremites azumai ヤガ科 Noctuidae 西表島
固有種 クロテンカバアツバ Anachrostis nigripunctalis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ホソバカバアツバ Anachrostis minutissima ヤガ科 Noctuidae 本州，九州，屋久島，西表島
固有種 アマミカバアツバ Anachrostis amamiana ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 フタテンチビアツバ Neachrostia bipuncta ヤガ科 Noctuidae 本州，九州，屋久島
固有種 キイロチビアツバ Neachrostia purpureoflava ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 ミナミフタキボシアツバ Gynaephila punctirena ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 エダヒゲキボシアツバ Naarda pectinata ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 ウスオビヒメアツバ Schrankia masuii ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 メスグロヒメアツバ Schrankia dimorpha ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ミジンアツバ Hypenodes rectifascia ヤガ科 Noctuidae 本州，九州
固有種 マガリミジンアツバ Hypenodes curvilineus ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 ウスマダラチビアツバ Protoschrankia murakii ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 キマダラチビアツバ Protoschrankia ijimai ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 キオビマダラチビアツバ Protoschrankia minuta ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 シロホソコヤガ Araeopteron flaccidum ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国
固有種 クロモンホソコヤガ Araeopteron kurokoi ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 マダラホソコヤガ Araeopteron fragmentum ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ウスグロホソコヤガ Araeopteron nebulosum ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 サザナミコヤガ Enispa masuii ヤガ科 Noctuidae 本州，四国
固有種 ミジンベニコヤガ Ectoblemma rosella ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ハイイロコヤガ Mataeomera yoshimotoi ヤガ科 Noctuidae 日本固有
固有種 イガコヤガ Manoblemma cryptica ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ハイイロシマコヤガ Corgatha fusca ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 マエグロシマコヤガ Corgatha semiobsoleta ヤガ科 Noctuidae 石垣島
固有種 ヨツテンシマコヤガ Corgatha fusciceps ヤガ科 Noctuidae 四国，九州
固有種 ゴマモンシマコヤガ Corgatha sasakii ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 ヨシノクルマコヤガ Oruza yoshinoensis ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島
固有種 アトキスジクルマコヤガ Oruza mira ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 アトテンクルマコヤガ Oruza submira ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州，対馬
固有種 リュウキュウクルマコヤガ Oruza obliquaria ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬，屋久島，南西諸島
固有種 マエウストガリコヤガ Hyposada hirashimai ヤガ科 Noctuidae 南西諸島
固有種 ヒメトガリコヤガ Eugraptoblemma utsugii ヤガ科 Noctuidae 本州，九州
固有種 シラユキコヤガ Eulocastra sasakii ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 シロコヤガ Eurocostra shibaharai ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，九州
固有種 ソトムラサキアツバ Hypena ella ヤガ科 Noctuidae 本州，伊豆諸島，四国，九州
固有種 Hypena leechi ヤガ科 Noctuidae 北海道
固有種 ヨシノアツバ Hypena yoshinalis ヤガ科 Noctuidae 本州，四国
固有種 ウスチャモンアツバ Hypena innocuoides ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，屋久島，奄美大島，沖縄島，西表島
固有種 イチモジアツバ Hypena yoshimatsui ヤガ科 Noctuidae 奄美大島，沖縄島，石垣島
固有種 コテングアツバ Hypena pulverulenta ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，石垣島
固有種 ハナトガリアツバ Hypena nakajimai ヤガ科 Noctuidae 四国，九州，南西諸島
固有種 ナミガタアツバ Hypena similalis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 グシチャンアツバ Hypena gushichan ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
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固有種 ケタデアツバ Hypena tominagai ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
固有種 アマミヤマガタアツバ Bomolocha amamiensis ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 シモフリヤマガタアツバ Bomolocha benepartita ヤガ科 Noctuidae 本州，四国
固有種 シマイスノキアツバ Acidon sugii ヤガ科 Noctuidae 小笠原（兄島，父島，母島）
固有種 カザリツマキリアツバ Tamba igniflua ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 トウカイツマキリアツバ Tamba roseopurpurea ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ツマエビイロアツバ Olulis shigakii ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 ツマムラサキアツバ Olulis japonica ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，対馬，屋久島，沖縄島
固有種 ウスモモイロアツバ Olulis ayumiae ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 セニジモンアツバ Paragona cleorides ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 マンレイツマキリアツバ Polysciera manleyi ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 シロテンツマキリアツバ Amphitrogia amphidecta ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬
固有種 キヅマアツバ Scedopla regalis ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 アマミソトグロアツバ Scedopla inouei ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 アマミツマキリアツバ Pangrapta edai ヤガ科 Noctuidae 奄美大島，沖縄島
固有種 ヨシノツマキリアツバ Pangrapta yoshinensis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，屋久島
固有種 アサマツマキリアツバ Pangrapta minor ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ソトウスアツバ Hadennia obliqua ヤガ科 Noctuidae 本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬，南西諸島
固有種 シロモンアツバ Paracolax albinotata ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヤマトアツバ Paracolax japonica ヤガ科 Noctuidae 本州，対馬
固有種 クロキバアツバ Paracolax pacifica ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬，南西諸島
固有種 ハネブタアツバ Hydrillodes uenoi ヤガ科 Noctuidae 西表島
固有種 アシブトアツバ Hywoolla jeremyi ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 オガサワラヒゲブトクロアツバ Nodaria ogasawarensis ヤガ科 Noctuidae 小笠原諸島
固有種 イワアツバ Megaloctena buxivora ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ヤクシマコブヒゲアツバ Zanclognatha yakushimalis ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，屋久島，南西諸島
固有種 ヒメツマオビアツバ Treitschkendia subgriselda ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 コウスグロアツバ Hypertrocon southi ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，九州
固有種 フサハラアツバ Herminia ryukyuensis ヤガ科 Noctuidae 南西諸島
固有種 ハネナガキイロアツバ Stenhypena longipennis ヤガ科 Noctuidae 奄美大島，沖縄島，西表島
固有種 シーモンアツバ Sinarella c-album ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，屋久島
固有種 サビモンエグリバ Plusiodonta tominagaorum ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
固有種 サビモンエグリバ Plusiodonta tominagaorum ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
固有亜種 ベニモンコノハ [日本亜種] Phyllodes consobrinus hinomaru ヤガ科 Noctuidae 九州，屋久島，種子島，トカラ列島，奄美大島，沖縄島
固有種 ハイモンキシタバ Catocala mabella ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 ハイモンキシタバ [本州以南亜種] Catocala mabella mabella ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ハイモンキシタバ [北海道亜種] Catocala mabella kobayashii ヤガ科 Noctuidae 北海道
固有種 ナニワクビグロクチバ Lygephila lilacina ヤガ科 Noctuidae 本州，九州
固有種 クロスジユミモンクチバ Melapia japonica ヤガ科 Noctuidae 本州，淡路島，四国，小豆島，九州，対馬，男女群島，天草

諸島，種子島，屋久島，南西諸島
固有種 フタクロオビクチバ Melapia bifasciata ヤガ科 Noctuidae 沖縄島，沖縄県硫黄鳥島
固有種 ヤエヤマサンカククチバ Melapia kishidai ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 ナガウンモンクチバ Mocis kagoshimaensis ヤガ科 Noctuidae 九州
固有種 カバフキリバ Episparis okinawensis ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
固有種 フジヒラウスグロクチバ Hyposemansis fujihirai ヤガ科 Noctuidae 西表島
固有種 オキナワマエモンヒメクチバ Mecodina kurosawai ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
固有種 フトオビシャクドウクチバ Mecodina fasciata ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 アマミシャクドウクチバ Mecodina sugii ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 ホラズミクチバ Speiredonia inocellata ヤガ科 Noctuidae 小笠原諸島
固有種 ヤマトホソヤガ Lophoptera hayesi ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，対馬，トカラ列島
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固有種 ニッコウフサヤガ Atacira grabczewskii ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 キラキンウワバ Chrysodeixis illuminata ヤガ科 Noctuidae 八重山
固有種 トビモンコヤガ Protodeltote brunnea ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 キバネシロフコヤガ Sugia elaeostygia ヤガ科 Noctuidae 本州，九州
固有種 ナカキマエモンコヤガ Chorsia sugii ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，九州
固有種 マサユキコヤガ "Pseudogyrtona" masayukitanakai ヤガ科 Noctuidae 石垣島，西表島
固有種 オキナワウスイロコヤガ Azumaia micardiopsis ヤガ科 Noctuidae 屋久島，奄美大島，沖縄島，石垣島
固有種 オガサワラシロガ Chasmina takakuwai ヤガ科 Noctuidae 小笠原諸島
固有種 ウスサビイロヤガ Amyna sugiorum ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 クマモトナカジロシタバ Aedia kumamotonis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，九州
固有種 ホソバネグロヨトウ Chytonix subalbonotata ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 オキナワウスベリケンモン Anacronicta okinawensis ヤガ科 Noctuidae 沖縄島，慶留間島，久米島
固有種 ニセキバラケンモン Trichosea ainu ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，佐渡島，四国，九州
固有種 ネグロケンモン Colocasia jezoensis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒメネグロケンモン Colocasia umbrosa ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 スギタニアオケンモン Nacna sugitanii ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 スギタニゴマケンモン Harrisimemna marmorata ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 ハイイロケンモン Acronicta tegminalis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 ゴマシオケンモン Acronicta isocuspis ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 ウスムラサキケンモン Acronicta subpurpurea ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ウスイロケンモン Thalatha japonica ヤガ科 Noctuidae 本州，伊豆諸島，四国，九州，対馬
固有種 ムラサキアミメケンモン Lophonycta nigropurpurata ヤガ科 Noctuidae 奄美大島，沖縄島
固有種 ヒメトラガ Asteropetes noctuina ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 クロシマカラスヨトウ Amphipyra okinawensis ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
固有種 ユワンカラスヨトウ Amphipyra sublivida ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 タニガワモクメキリガ Brachionycha permixta ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ウスホシミミヨトウ Condica pallescens ヤガ科 Noctuidae 宮古島，西表島
固有種 ムニンツマキリヨトウ Callopistria ogasawaraensis ヤガ科 Noctuidae 小笠原諸島
固有種 コイチモジキノコヨトウ Bryophila parva ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，筑前沖ノ島，対馬，男女群島，屋久島，

南西諸島
固有種 ミナミキノコヨトウ Cryphia maritima ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，屋久島，奄美大島，沖縄島
固有種 スズキキノコヨトウ Cryphia suzukiella ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，対馬
固有種 ヌマベウスキヨトウ Chilodes pacificus ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 ヒメシロモンオビヨトウ Athetis lineosella ヤガ科 Noctuidae 沖縄島
固有種 ミツボシモンオビヨトウ Athetis costiloba ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 ウグイスセダカヨトウ Mormo cyanea ヤガ科 Noctuidae 本州，九州，屋久島
固有種 アマミノコメセダカヨトウ Orthogonia sugii ヤガ科 Noctuidae 奄美大島
固有種 コマルバヨトウ Hemictenophora euplexiodes ヤガ科 Noctuidae 屋久島，沖縄島，石垣島
固有種 ソトシロフヨトウ Colocasidia albifera ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 トビイロアカガネヨトウ Euplexia albilineola ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 モンキアカガネヨトウ Phlogophora aureopuncta ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 アオアカガネヨトウ Karana laetevirens ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種・亜種 カラカネヨトウ Karana hoenei hoenei ヤガ科 Noctuidae 本州，四国
固有種・亜種 カラカネヨトウ Karana hoenei inornata ヤガ科 Noctuidae 奄美大島，沖縄島
固有種 ヒメハガタヨトウ Apamea commixta ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，九州
固有種 クロコシロヨトウ Leucapamea hikosana ヤガ科 Noctuidae 九州
固有種 キュウシュウマエアカシロヨトウ Leucapamea kyushuensis ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 オキナワシラクモヨトウ Antapamea okinawensis ヤガ科 Noctuidae 屋久島，トカラ列島，奄美大島，沖縄島
固有種 ミヤケジマヨトウ Atrachea miyakensis ヤガ科 Noctuidae 本州，伊豆諸島，四国，九州，大隈諸島，トカラ列島
固有種 ナカグロアカガネヨトウ Atrachea japonica ヤガ科 Noctuidae 本州
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固有種 イチモジヒメヨトウ Xylomoia fusei ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 ニセトガリヨトウ Virgo confusa ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，九州
固有種 ヤクシマキリガ Mesorhynchaglaea pacifica ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州，屋久島
固有種 ミチノクキリガ Cosmia mali ヤガ科 Noctuidae 本州，佐渡島
固有種 フタスジキリガ Enargia flavata ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒメギンガ Chasminodes unipunctus ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ウラギンガ Chasminodes nervosus ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヤマトギンガ Chasminodes japonicus ヤガ科 Noctuidae 本州，四国
固有種 ケンモンキリガ Egira saxea ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州，屋久島
固有種 タカオキリガ Pseudopanolis takao ヤガ科 Noctuidae 本州，四国，九州
固有種 アオヤマキリガ Orthosia aoyamensis ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，四国，九州
固有種 ヒゴキリガ Orthosia yoshizakii ヤガ科 Noctuidae 九州
固有種 クロテンキリガ Orthosia fausta ヤガ科 Noctuidae 本州，伊豆諸島，四国，九州，奄美大島，沖縄島，西表島
固有種 イイジマキリガ Orthosia ijimai ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州，九州
固有種 ナマリキリガ Orthosia satoi ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 クニガミキヨトウ Mythimna uruma ヤガ科 Noctuidae 沖縄島，慶良間列島阿嘉島，石垣島
固有種 アマミキヨトウ Mythimna inouei ヤガ科 Noctuidae 屋久島，奄美大島，徳之島
固有種 キタクロヤガ Euxoa nigricans ヤガ科 Noctuidae 北海道
固有種 キタクロヤガ [日本亜種] Euxoa nigricans ishidae ヤガ科 Noctuidae 北海道
固有種 クロヤガ Euxoa nigrata ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 クロヤガ Euxoa nigrata ヤガ科 Noctuidae 本州
固有種 アカマエヤガ Spaelotis nipona ヤガ科 Noctuidae 北海道，本州
固有種 ヤマトウスチャヤガ Diarsia nipponica ヤガ科 Noctuidae 国後島，北海道，利尻島，本州，九州
固有種 ヤツガタケヤガ Xestia yatsugadakeana ヤガ科 Noctuidae 本州
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